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令和３年１０月１日 

草津市議会 

議長 西田 剛 様  

 

文教厚生常任委員会 

委員長 伊吹 達郎 

 

所管事務調査結果報告書 

 本委員会は、令和元年１１月定例会において「生活困窮対策について」を所管事務調査事項と

定め、閉会中の継続審査に付することについての議決をいただき調査を実施してまいりました。 

これまでの経過と調査結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１．所管事務調査事項 

 生活困窮対策について 

  

２．調査の方向性 

「生活困窮者支援の充実に向けた体制の確立」に向けて、草津市の現状分析や課題整理・解決

策の考察を行い、どの様な取り組みをすれば生活困窮者が少なくなるのか、生活困窮者が安心し

て自立した生活を送れるようになるのかなどを委員会として調査した。 

草津市の生活困窮対策の全体の状況を知った上で調査対象を絞ることができるよう、健康福祉

部より「本市における生活困窮対策に関わる現状」、子ども未来部より「本市における子どもの

貧困の現状分析」、教育委員会より「本市における生活困窮対策に関わる現状」について資料提

供と説明を受け、委員間討議の結果、福祉の総合相談窓口「人とくらしのサポートセンター」に

焦点を当て、調査を進めることとした。 

 

３．調査経過 

① 令和元年１２月１３日（月） 

○所管事務調査項目の決定について 

○所管事務調査スケジュールについて 

○生活困窮対策について（本市の現状、相談体制および支援へのつなぎ方等について） 

・生活困窮対策における本市の現状、相談体制および支援へのつなぎ方等の概要について、以 

下の資料に基づいて執行部より説明を受けた。 

 健康福祉部「生活困窮対策ついて」 
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② 令和２年１月３０日（木）～１月３１日（金） 

○東京都足立区視察（生活困窮者の情報共有等の取り組みと対策について） 

○東京都世田谷区視察（地域包括支援センターによる相談窓口の拡充と生活困窮対策につ

いて） 

③ 令和２年２月１３日（木） 

＜議題＞ 

○今後の調査の方向性について（委員間討議） 

【主な議論】 

・行政視察の振り返り 

・今後の調査の方向性について 

④ 令和２年６月２２日（月） 

＜議題＞ 

○生活困窮にかかる草津市の現状分析について 

○草津市の生活困窮対策の課題について（委員間討議） 

・現状分析について、以下の資料に基づいて執行部より説明を受けた。 

 健康福祉部・子ども未来部・教育委員会「本市における生活困窮対策に関わる現状について」 

⑤ 令和２年７月３１日（金） 

＜議題＞ 

○支援の充実・相談体制の課題についての制度や仕組みづくりについて（委員間討議） 

【主な議論】 

・支援充実のための課題について 

・支援体制の確立に向けての課題について 

⑥ 令和２年８月２４日（月） 

＜議題＞ 

 ○所管事務調査の中間まとめについて（委員間討議） 

【主な議論】 

・本調査に対する主な意見のまとめ 

⑦ 令和２年９月１７日（木） 

＜議題＞ 

 ○所管事務調査中間報告書（案）について 

⑧ 令和２年１０月１日（木）９月定例市議会本会議 

○令和２年９月定例市議会本会議にて所管事務調査結果中間報告 
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⑨ 令和２年１１月９日（月） 

＜議題＞ 

 ○連携をはかるためのシステム化・仕組みづくりについて（委員間討議） 

 〇人とくらしのサポートセンターの相談機能の充実について（委員間討議） 

【主な議論】 

・現状分析について、以下の資料に基づいて執行部より説明を受けた。 

 健康福祉部「支援事業利用者状況」「福祉の総合相談支援者のための連携ハンドブック」 

⑩ 令和２年１２月１７日（木） 

＜議題＞ 

○新型コロナウイルス感染症による影響について（委員間討議） 

○生活困窮者自立支援の理念の共有について（委員間討議） 

〇専門的知見の活用について 

・新型コロナウイルス感染症の影響について、以下の資料に基づいて執行部より説明を受 

けた。 

 健康福祉部「自立相談支援事業新規相談実人数（４月～１０月末）」「新型コロナウイルス感 

染症拡大の影響について」 

⑪ 令和３年２月９日（火）文教厚生常任委員会協議会 

＜議題＞ 

○所管事務調査にかかる研修会 

【研修会】 

・野洲市市民部 次長 生水 裕美 氏による講演 

「野洲市くらし支えあい条例を基盤とした生活困窮者支援の取組み」 

⑫ 令和３年３月１５日（月） 

＜議題＞ 

 ○研修の振り返り 

【主な議論】 

・研修の所感、本市の事業に活かす点などについて 

⑬ 令和３年４月２７日（火） 

＜議題＞ 

 ○これまでの討議内容からの意見 

 〇調査のまとめについて－生活困窮者自立支援の充実に向けた体制の確立－（委員間討議） 

【主な議論】 

・本調査に対する主な意見のまとめ 

⑭ 令和３年６月２１日（月） 

＜議題＞ 

 ○所管事務調査最終報告書（案）について（委員間討議） 
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４．調査結果からの報告 

 

－本市の現状分析や課題整理・解決策の考察－ 

 

（１）生活困窮対策について  

生活困窮者自立支援法の法制定の背景 

  リーマンショック以降、安定した雇用の揺らぎや所得の低下により経済的な困窮状態に陥る

人が増加した。同時に、少子高齢化の進行や単身世帯、ひとり親世帯の増加などの世帯構造の

変化および、地域社会等のつながりの希薄化が進む中で、個人や世帯が抱える課題が複合化・

複雑化している状況において、生活保護に至る前の自立支援の強化を図るとともに、生活保護

から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすることが必要であった。 

これを受け、生活保護に至る前の第２のセーフティーネットとし、早期支援につながるよう

に包括的な仕組みをつくり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策を制度別に見るのでなく、

一体的に実施することが必要とされ、平成２５年１２月に生活困窮者自立支援法が成立し、平

成２７年４月に施行された。 

 

生活困窮者自立支援制度の概要 

生活保護に至る前段階の自立支援策強化を図るため、次の①～⑥の事業を実施し、生活困窮

者を支援している。 

① 自立相談支援事業（国庫負担３／４ 必須事業） 

生活困窮者等からの相談を受けて課題を分析・評価し、事業利用のためのプランを作成、 

また、相談内容に応じて関係機関につなぎ、連携しながら支援実施を行う事業。 

② 住居確保給付金（国庫負担３／４ 必須事業） 

離職等により住居を失った、またはそのおそれがある人に対し、一定期間、家賃相当額を

市から賃貸住宅の貸主に支給を行う事業。 

③ 就労準備支援事業（国庫補助２／３ 任意事業） 

就労経験・意欲の不足や就労するうえでの基礎能力の欠乏などにより、就労に向けた準備 

が整っていない人に対しての、一般就労に向けた支援事業。 

【主な議論】  

・所管事務調査報告書（案）の修正について 

・所管事務調査と政策討論会について 

⑮ 令和３年９月１７日（金） 

＜議題＞ 

○所管事務調査結果報告書（案）の確認について（委員間討議） 

⑯ 令和３年１０月１日（金）９月定例市議会本会議 

○令和３年９月定例市議会本会議にて所管事務調査結果報告 
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④ 一時生活支援事業（国庫補助２／３ 任意事業） 

住居のない生活困窮者に対して、緊急一時的な宿泊場所の提供を行い、健康状態の悪化を 

防止し就労につなげ、自立に向けた支援事業。 

⑤ 家計改善支援事業（国庫補助１／２ 任意事業） 

家計に関する助言や制度・専門機関の紹介、家計管理能力の向上に向けた支援事業。 

⑥ 子どもの学習支援事業（国庫補助１／２ 任意事業） 

生活困窮家庭の子どもへの学習支援や生活習慣の改善、居場所づくり事業。 

 

（２）本市の生活困窮対策について  

取り組みについて 

本市では、平成２６年度から生活困窮者自立支援事業をモデル事業として開始し、平成２７

年度からの法施行に伴い、「くらしのサポートセンター」を開設すると同時に、生活困窮者自

立支援事業を開始した。平成３０年度からは、福祉の総合相談窓口「人とくらしのサポートセ

ンター」に改称し、生活困窮者自立支援制度をツールの一つとして使いながら相談業務を行っ

ている。 

  人とくらしのサポートセンター設置の目的は、生活困窮者に対し、第２のセーフティーネッ

トとして生活困窮者自立支援事業を実施する役割を担うことにあわせて、ダブルケアや８０５

０問題など、１つの世帯で複数の課題を抱える世帯が今後も増えることを見込み、複合的な課

題に対する相談支援体制として福祉の総合相談窓口を整備したものである。 

  また、同センターでは、包括的な支援実施に向けた関係機関との調整と、分野横断的な支援

を行う体制づくりなど、相談者の負担を軽減するワンストップ窓口としての相談体制の構築を

担っている。 

 

実施事業について 

本市では、必須事業の自立相談支援と住居確保給付金を平成２７年４月から行い、その他の

任意事業も実施している。各支援事業の開始時期や実施機関、対象者は次のとおりである。 

 

【本市が実施する生活困窮者自立支援事業】所管事務調査資料参考 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

自立相談支援 住居確保給付金 就労準備支援 一時生活支援 家計改善支援 子どもの学習支援 

必須事業 任意事業 

開始時期 平成 27年 4月 平成 27年 9月 平成 27年 4月 平成 31年 4月 令和元年 6月 

実施機関 市直営 外部委託 市直営 外部委託※1 

対象者 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恐れのある者 中学生※2 

※1子ども未来部と共同実施 ※2ひとり親、生活困窮、生活保護、不登校の中学生 
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（３）支援の充実・相談体制の課題についての制度や仕組みづくりについて  

（３）では、どのような取り組みをすれば生活困窮者が相談につながり、早期支援ができ

るのか、生活困窮者が安心して自立した生活を送れるようになるのか、本市の現状分析や課

題整理・解決策の考察を行ったが、焦点を福祉の総合相談窓口「人とくらしのサポートセン

ター」に絞り、「支援の充実・相談体制の課題についての制度や仕組みづくり」に方向性を定

めて調査を行った。 

【相談体制について】 

▶本市の取り組み 

人とくらしのサポートセンターの開所時間は、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日の午

前８時３０分から午後５時１５分までで、令和２年度の相談体制は、所長１人、正職員３人（保

健師２人・社会福祉士１人）、再任用職員１人、会計年度任用職員３人（内１人は育児休暇代

替職員、１人は新型コロナウイルス感染症の影響による緊急雇用）となっている。 

生活困窮者自立支援制度に関する支援状況は、次のとおりであり、相談件数に対してのプラ

ンの作成割合が低い理由としては、制度に基づき生活困窮者自立支援事業につなげられる相談

事項をプラン化しているためである。 

  

【本市の生活困窮者自立支援制度に関する支援状況】所管事務調査資料参考 

 平成３０年度 令和元年度 

新規相談受付件数 １７９件 ２３３件 

プラン作成件数 ２０件 ３８件 

プラン作成件数割合 １１％ １６％ 

 

【プランを作成した事業内訳】（人）所管事務調査資料参考 

   
 ※子どもの学習支援は、令和元年６月より開始。 
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▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

人とくらしのサポートセンターの相談件数の少なさやプラン作成率の低さから、生活困窮者

を拾い切れていないのではないかと想像する。相談件数が少ない理由としては、対象者への周

知が十分でないことから制度の認知度が低いことや、何らかの問題があって相談のハードルを

高く感じる人がいたりすることが考えられる。 

また、相談体制が受け身であると感じられることから、視察先の東京都足立区を参考に、開

設時間や曜日の再考や、相談場所を増やし気軽に相談できるようにするなど、間口を広げるこ

とが必要ではないか。 

人とくらしのサポートセンターについては、少しずつ知名度も上がり、場所の変更をした際

には、入り口に看板が設置され、場所の特定が容易になった。しかしながら、初めて来庁する

相談者にとっては、他の相談室等と見分けにくいことも考えられるので、相談者が相談に行き

やすいように、周知方法や看板等の更なる工夫や、相談しやすい環境への工夫の検証などが望

まれる。 

【支援の充実について】 

▶本市の取り組み 

人とくらしのサポートセンターでは、相談を受けた後、支援事業内容によっては関係課や関

係機関と連携をしており、事業連携数は以下のとおりである。相談者の紹介件数と相談者をつ

ないだ件数を合わせると、社会福祉協議会との連携が３７件と多く、次いで生活支援課の３２

件、保険年金課の１２件、障害福祉課の１０件となる。 

関係課や関係機関との連携の充実を図るため、相談連携フロー図や各部署で相談があったと

きのつなぎ先を示した「相談支援窓口の一覧」を記載した「福祉の総合相談 支援者のための

連携ハンドブック」を毎年更新しており、運営会議で周知・啓発をしている。 

 

【関係課・関係機関からの相談者紹介件数】所管事務調査資料参考 

 

【関係課・関係機関へつないだ件数（連携件数）】所管事務調査資料参考 
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▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

足立区や、生活困窮対策の先進地と言われている野洲市の取組等は、必要に応じて積極的に

取り入れるべきと考える。例えば足立区は、民間の事業者やライフライン事業者、住宅系事業

者と連携しており、野洲市は、ハローワークと同様の機能を有する機関（やすワーク）を設置

している。この中で、「働く」ところに注視すると、失業中に失業手当を受けながら職業訓練

を受けている人が、訓練終了後に就職ができなかった場合に生活困窮に陥る可能性がある。そ

ういった状況を未然に防ぐために、野洲市の取り組みのようにハローワークと連携し、つなぎ

方やフォロー体制を確立する必要があるのではないかと考える。 

また、連携体制の充実のためには、つないだ後のフィードバックの仕組みも必要だと考える。 

【制度や仕組みづくりについて】 

▶本市の取り組み 

人とくらしのサポートセンターでは、悩みを総合的に受付け、国の様式を参考にした相談受

付・申込票、インテークアセスメントシートを利用し、生活困窮者の現状の把握と課題の整理、

支援の方向性の共有を行っている。また、生活困窮者自立支援事業の利用には、プラン作成が

必須であるため、本人同席の支援調整会議にて支援を検討し、その後は事業によって定められ

た利用期間の終了時に、相談者や支援関係者と面談・評価をし、該当事業の延長・終結を決定

している。この他に、関係機関とは年 1回以上運営会議を開き、相談内容に応じて先の支援に

スムーズにつなげられるよう、顔の見える関係づくりや情報提供をしている。 

同センターでは、相談につながっていない生活困窮者が潜在しているとの認識があり、困窮

者が相談につながる仕組みに改善の余地があると考えているが、相談者に対するアンケート調

査や現状・課題分析などを現時点では行っていない。 

 

▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

本市の取り組みについて、積極的に対象者に働きかける「アウトリーチ」が弱いと感じる。

地域団体や自治会などと連携し、市では受けきれていない地域の声を行政に届ける体制を充実

させることが必要ではないか。あわせて、足立区の相談申込・受付票「つなぐシート」は相談

者の立場に立った調査項目内容だと感じるので、参考にされたい。 

また、関係課との会議が年１回以上ということであるが、【関係課・関係機関からの相談者

紹介件数】【関係課・関係機関へつないだ件数（連携件数）】からわかる連携傾向を分析・認識

し、定期的に意思疎通が必要と思われる関係課・関係各課とは更なる連携が深まるよう、運営

会議の頻度を高くしたり、機能を充実させたりするなどの改善が望まれる。 

人とくらしのサポートセンターは令和２年度から一つの所属として本格的に始動したこと

もあり、体制づくりを同時に進めているところであると想像するが、相談者へのアンケート調

査や現状・課題分析ができていない状況を鑑みると、今後更なる支援の充実が図られるのか疑

問に感じる。相談者の満足度を更に向上させるためにも、アンケート調査や課題分析をし、そ

の結果をプラン作成の成果としてはどうかと考える。 
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（４）生活困窮者自立支援の充実に向けた体制の確立について  

（４）では、先の調査をもとに、「連携を図るためのシステム化・仕組みづくり」、「人とく

らしのサポートセンターの相談機能の充実」、「生活困窮者自立支援の理念の共有」の３つの項

目を掲げ、議論を深め、「生活困窮者自立支援の充実に向けた体制の確立」に方向性を定めて

調査を行った。 

【項目１ 連携を図るためのシステム化・仕組みづくり】 

項目１では、相談を受けた後の関係機関へのつなぎ方について、個人情報の保護をふまえ

ながら、各課が連携を図るための情報共有の在り方などを検討した。 

▶本市の現状 

本市では、「福祉の総合相談 支援者のための連携ハンドブック」内の「各種相談窓口での

連携フロー」を参考に、人とくらしのサポートセンターが他課に連携を図る際は、相談者に

同行して相談を受けている。 

来庁が困難な相談者には、メールやファクス、自宅訪問などで相談を受けている。また、

聴覚障害のある相談者からは、必要であれば障害福祉課の手話通訳が可能な職員に付き添い

を依頼している。 

 

【各課相談窓口での連携フロー】所管事務調査資料参考 
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▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

①他課・外部との連携、横ぐしを刺す 

理想は、生活困窮者や困っている人を発見する気持ちを市職員が持ち、どの課においても

相談対応ができることであるが、総合的な課題や悩みを持った相談者が各担当窓口を巡回

し、同じ相談を繰り返す、いわゆる「たらいまわし」を避けるためには、人とくらしのサポ

ートセンターがワンストップ窓口となり、その後、関係課につなぐ形が望まれる。 

野洲市では、相談者の最初の相談場所に、関係他課の職員が相談に出向く体制を取ってお

り、他課との横の連携が滞りなくできている。このように、他課の職員と共に相談を行うこ

とは、一人での相談対応と比べると、より良い支援アイデアが生まれやすいのではないだろ

うか。また、税金や学校給食費などの各種滞納（未納）情報の共有ができると、困窮への早

期発見や更なる支援の充実につながると想定できることから、他市の事例を研究し共有でき

る仕組みづくりについて検討を希望する。 

その他にも、野洲市では、自立支援相談申込み・受付表の関係機関と本人に関する情報の

共有を図るための「同意欄」に、情報の共有について困窮支援のための目的、および外部関

係機関を明記している。個人情報の保護を踏まえながら、関係各課や外部関係機関と更なる

連携を図るためには、現在、相談窓口で使用している相談受付シートの「同意欄」に、目的

や外部関係機関を具体的に明記してはどうだろうか。あわせて、足立区の事例を参考に、新

たに「結果欄」を設け、相談のつなぎ先から全相談必ずフィードバックをするなどの改善を

し、相談者のフォローが最後まで確実にできるようにしてはどうかと考える。 

行政だけでは、時間外や休日の支援や、支援の継続性に課題があり、外部の専門家や NPO

団体や地域の支援者の方々との連携が必要である。日頃より、情報共有や支援を一緒に行な

いながら伴走型支援の構築ができる仕組みづくりが必要と考える。 

②周知啓発・情報発信 

人とくらしのサポートセンターの認知度が未だ低いと思われる。人とくらしのサポートセ

ンターを知らない、相談場所が分からない人のために、市民利用が多い施設などでポスター

やリーフレットを配布し、人とくらしのサポートセンターに行けば困りごとの相談ができる

ということを多くの人に知ってもらえるよう啓発が必要と考える。あわせて、研修資料や年

間相談実績、傾向などの分析をホームページ等に掲載し、情報発信をしてはどうかと考え

る。 

ただし、周知方法や取組の充実により、相談窓口の認知は向上し相談件数が増え、正規職

員や社会福祉士のような専門員などの人員配置に不足が生じると思われるので、併せて検討

されたい。 

 

【野洲市自立支援相談申込み・受付表（同意欄）】文教厚生常任委員会協議会資料参考 
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【項目２ 人とくらしのサポートセンターの相談機能の充実】 

項目２では、何を基準にして生活困窮から脱したと考えるのか、就労につながったのかな

どの現状・課題分析が十分でないと想像することから、令和２年度から一つの所属として本

格的に始動した人とくらしのサポートセンターの機能充実に向けた方策について議論した。 

▶本市の現状 

本市では、プランを立てるかどうかにかかわらず、相談者の支援方法や方向性を相談受

付・申込票およびインテークアセスメントシートに記録し、課内共有をしている。他課や他

機関との連携が必要な場合は、情報の共有を行っているが、野洲市のように、各種滞納（未

納）情報などの共有は行っておらず、分析する情報データの収集にも至っていない。 

 

▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

①相談記録の共有 

足立区の「つなぐ」という言葉を参考にすると、相談内容の記録を統一し、誰が見ても理

解できる形とすることが必要であり、デジタル化による IT を活用し、情報や今までの相談記

録をデータ化し、他課との連携に活用することや分析することで効果的な支援の方法等につ

なぐことができ、職員の働き方改革は進められるのではないだろうか。 

②部局間の垣根を取り払う 

最終的に、困窮者が自立できるようにするためには、相談者一人に相当な時間を要するこ

ともあるため、部局間の垣根を取り払い、市役所全体の問題として相談者に寄り添うことに

尽きるのではないかと考える。仮に、部局間で垣根があるのであれば、何が課題としてある

のか、連携しやすい情報の共有ができる体制にするためにはどうすれば良いのかを考え、改

善する必要がある。そうすることにより、職員や相談員の入れ替わりがあったとしても、継

続して相談者を「つなぐ」ことができるのではないだろうかと考える。あわせて、相談は人

と人とのつながりや信頼関係が大切であることから、経験年数の豊富な職員や相談員の配置

や育成を行う等、相談業務に関しての専門性を高めることおよび相談窓口の拡大を図り、他

課や関係機関との連携を確立することが必要と考える。 

人事異動のある正規職員は、継続性のある業務の引継ぎができるようにマニュアル等を作

成し、人事異動があった際も継続して対応できるツールの作成も必要と考えるが、今後、正

規職員であっても、多様な行政課題に対応できるように、福祉部門での専門性の確保の人材

育成の仕組みを考える必要があるのではないだろうか。 

また、職員については、各職員のスキルを上げることで、専門家でなくても効果的な相談

業務ができるものであり、研修の充実を図ることが望ましい。 

③地域との連携 

地域との連携の一つとして、生活困窮者を地域ぐるみで行政につなげる意識を高め、行政か 

らのアウトリーチを充実させることも重要であると考える。 

そのためには、行政からの情報発信が一方通行にならないよう、地元町内会における各種学 

習機会の確保や、リーフレットやパンフレットなどを使用した広報啓発活動を通して、生活困 

窮者に対する正しい理解が地域に浸透するような取組みが必要である。 
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  生活困窮者が孤立しないよう、行政だけではなく地域での働きかけを積極的に進め、困って 

いる人を地域で見守り支えていくことで、生活困窮者への支援に加え、より良い地域づくりに 

もつながるのではないだろうか。 

 

【項目３ 生活困窮者自立支援の理念の共有】 

項目３では、現状の制度に基づいて生活困窮者自立支援事業を進めていると理解はするも

のの、どのように行政が働きかけをして、生活困窮者を抽出して救うかなどの本市の思いが

見えてこない。支援の充実を更に深めるために、市として生活困窮者自立支援の理念を明確

にし、全庁的な共有と連携の円滑化が図られるような仕組みを検討した。 

▶本市の現状 

 関連部署には、「福祉の総合相談 支援者のための連携ハンドブック」を配布し、年１回以

上運営会議を開き、事業の再確認や事業説明、コロナ禍の現状等を説明している。 

理念に関しては、生活困窮者自立支援法第２条（基本理念）に基づき、草津市人とくらしの

サポートセンター事業実施要領を作成したこととあわせて、同ハンドブックの前付ページに人

とくらしのサポートセンターの思いを記載しており、同ハンドブックについては市役所のグル

ープウエア（キャビネット）に掲載をしている。 

 

【福祉の総合相談 支援者のための連携ハンドブック（はじめに）】 所管事務調査資料参考 

 

▶委員会における主な意見および調査のまとめ 

①理念の作成と共有について 

生活困窮対策として、生活困窮者自立支援法が交付されており、国の支援の理念は明確で

あるにもかかわらず、庁内で共有されているのは、実務的な運用を示す草津市人とくらしの

サポートセンター事業実施要領および内部閲覧用ハンドブックのみで、市としての支援の理
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念や思いの明確な記載がないことから、センターだけの理念として捉えられないよう、本市

が目指していることを庁内全体に共有できる理念の作成は必須である。 

理念を庁内全体で問題として捉え、認識を深めるためには、キャビネットへの掲載だけで

なく、生活困窮対策について理解を深めるための研修の積極的な実施とともに、専門的知見

者や社会福祉協議会などの関係諸団体と連携を図り、理念を庁内全体・草津市全域に広げら

れるよう取り組まれたい。 

また、情報発信は、相談窓口につながる重要なツールであると考えるので、理念および、

相談者が自立につながったなどの成功事例や支援内容の情報発信をすることで、理念の共有

を図ることができ、「草津市は困窮対策に力を入れている」というイメージ付けから、市民に

安心感を与えることにつなげられるのではないだろうか。 

 

５．本調査のまとめ「生活困窮者自立支援の充実に向けた体制の確立について」 

本調査は、本市の「生活困窮対策」について、焦点を福祉の総合相談窓口「人とくらしの

サポートセンター」に絞り、「支援の充実・相談体制の課題についての制度や仕組みづくり」

に方向性を定めて調査を行った。 

連携を図るためのシステム化・仕組みづくりについて、人とくらしのサポートセンター

は、生活困窮者にとって、生活保護に至る前の第２のセーフティーネットであり、相談窓口

として独立させたことは非常に良い方向性だと思われることから、個人情報の保護を踏まえ

ながら、税金や学校給食費などの各種滞納（未納）の情報共有ができるシステムおよび、関

係他課と協力できる相談体制の構築など、庁内での更なる連携が望まれる。あわせて、相談

記録の蓄積データをもとに、実績や傾向等の分析結果をホームページ等に掲載するなど、人

とくらしのサポートセンターの周知啓発や情報発信方法の改善に期待をする。 

調査の視察や研修を通して、出張相談や各課連携など、他市の先進事例において個々特筆

すべき点と見習うべき点は多々あるが、対して本市が特段劣っているとは感じない。しか

し、人とくらしのサポートセンターの相談機能の充実のためには、まずは早期の段階で人と

くらしのサポートセンターや関係機関につながることが重要であり、人とくらしのサポート

センターの周知啓発の効果的な方法について、他市の先進事例を参考に実施されたい。ただ

し、周知方法や取組の充実により、相談窓口の認知は向上し相談件数が増え、正規職員や社

会福祉士のような専門員などの人員配置に不足が生じると思われるので、併せて検討された

い。 

他市の事例からも、「つなぐ」ことについて更なる強化が必要なのではないかと考える。ま

ずは、人とくらしのサポートセンターで使用している「相談受付・申込票、インテークアセ

スメントシート」について、相談員および関係他課の相談を受ける職員が、初期の相談で適

切な支援の見立てができるよう、また、相談窓口が変わるたびに相談者が同じ相談を繰り返

すことがないよう、庁内の関係各課で相談記録項目を統一することおよび、相談記録の共有

ができるように改善されたい。そのことにより、関係他課との相談内容のフィードバックや

相談者のその後のフォローも強化されると考える。あわせて、相談記録項目内容のデータ化

により、効果的な支援の方法を分析できるような仕組みを構築してはどうかと考える。 
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生活困窮者自立支援の理念の共有については、生活困窮者が自立するための本市の目指す

べき姿や思いが明文化されていないことから、理念の共有を図り、本市の言葉で明文化する

ことは必須と考える。そして、その具現化のために、支援を行うにあたっての行政の働きか

けや支援方法について、条例制定を視野に入れていただきたい。共有の部分では、既に年１

回以上、関係機関と運営会議を開き、顔の見える関係づくりや情報提供を行っているとのこ

とであるが、関係機関だけでなく、他課との協力や外部の専門家との連携の構築によるアウ

トリーチの強化や、地域による地元の困窮者の声を行政に届け、つなげる体制を更に充実さ

せるため、地域での学習機会の創出や広報活動などに注力していただきたい。地域との連携

は地域づくりにもつながり、共生社会への構築にもつながると考える。理念の共有を図るこ

とで、市が目指す生活困窮への支援が推し進められ、生活困窮の状態から、自立し安定した

生活ができる人が増えることにつながると考える。 

最後に、現在世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の発生は、突発的なこ

とではあるが、大きな社会変化や経済情勢の激変により、人とくらしのサポートセンターの

窓口の相談件数も資料のとおり、４．６倍に増加し、生活困窮に陥る可能性のある人々の存

在が顕著になった。何かの手立てがあり、対応してもらえる人は救われるが、対応してもら

えず支援の届かない人もいるかもしれないということを想像し、今後も突発的な困窮状態に

陥ったとしても、市民の不安が高まらないよう、相談実績等のデータ整理と活用を図り、誰

一人取り残さない社会を目指して誠心誠意取り組まれたい。 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響 自立相談支援事業新規相談件数】 所管事務調査資料参考 

4 月～10 月の比較 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 計（件） 

令和元年度 24 22 21 16 14 22 20 139 

令和 2年度 

（コロナ関連相談数） 

112 

（81） 

86 

（82） 

76 

（66） 

72 

（57） 

105 

（92） 

117 

（103） 

70 

（58） 

638 

（539） 

 

約 4.6 倍

増 


