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第１章 事業の概要 
 
１． 目的 
生活保護受給者数は平成 27年３月をピークに減少に転じ、現在約 212万1人となっている。

生活保護受給世帯のうち稼働能力を有するとみられる被保護世帯である「その他の世帯」数

はリーマンショック以降大幅に増加し、景気回復等の影響により現在は減少傾向となってい

るが、引き続き就労支援等により自立を促進することが求められる者が存在するといえる。 

我が国においては、生活保護受給者の自立を促進するために、就労までの段階に応じて種々

の取組が行われてきており、例えば疾病や障害がある、育児や介護が常時必要であるなどの

就労に関する阻害要因が比較的少なく、就労意欲が高い生活保護受給者については、就労支

援が奏功して比較的スムーズに就労に結びついている現状があると考えられる。他方、就労

に関する阻害要因を多く抱え、複雑な背景がある生活保護受給者の中には、すぐに就労に至

らず支援期間が長期化し、その結果、受給期間も長期化するといった傾向が見られ、それが

生活保護受給者の自立を促進させる上での課題の一つとなっている。 

本調査研究では、生活保護受給者のうち特に就労に関する阻害要因を多く抱え支援が長期

化する傾向のある「就労に向け準備が必要な生活保護受給者」の自立を促進することを目的

として、就労に向け準備が必要な生活保護受給者に対して効果的な支援を行う自治体の取組

事例を収集して分析し、事業を効果的に実施するための要素を抽出して就労に向け準備が必

要な者に対する効果的な支援のあり方についてとりまとめる。また、自治体において支援を

行う際に参考になるよう、好事例となる支援の具体的な内容や支援をより効果的に実施する

ためのポイント等を提示し、全国のさまざまな地域で生活保護受給者の自立をさらに促進さ

せることの一助となることを目的として実施する。 

  

                                                   
1 平成 29年 12月（速報値） 
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２． 事業の内容 
本事業において行った実施項目を以下に示す。 
 
図表 １ 事業の内容 

 
 
（１） 検討委員会の開催 
 調査研究事業の客観性等を確保し、より効果的・効率的に事業を実施するために、有識

者で構成する検討委員会を設置した。検討委員会は、以下の４名（五十音順）で構成した。 

 

後藤 広史  日本大学文理学部社会福祉学科 准教授 

新保 美香（委員長） 明治学院大学社会学部社会福祉学科 教授 

山田壮志郎  日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 准教授 

湯澤 直美  立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科 教授 

 

検討委員会での検討内容を以下に示す。 

 
図表 ２ 検討委員会の内容 

回 開催日 検討内容 

第１回 ８月25日  「就労に向け準備が必要な生活保護受給者

への効果的な支援のあり方に関する調査研

究」事業について 

 アンケート調査について 

 今後のスケジュールについて 
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第２回 11月６日  アンケート調査の結果について 

 ヒアリング調査について 

 今後のスケジュールについて 

第３回 ２月20日  ヒアリング結果報告について 

 
（２） アンケート調査 

[目的] 
各自治体で行われている、就労に向け準備が必要な生活保護受給者に対する支援の

事例を把握し、実施状況や実施内容を整理する。 
[対象] 
福祉事務所を設置する 902の全自治体 

 [時期] 
平成 29年９月 20日～11月６日到着分までを集計 

[方法] 
郵送調査（主に選択式のアンケート） 
 

（３） ヒアリング調査 
[目的] 
アンケート調査で把握した事例のうち、支援が効果的に行われていると考えられる

自治体についてヒアリング調査を実施し、聴取した内容から就労に向け準備が必要な

者に対する支援のあり方を考察する。 
[対象] 
効果的な取組を行う自治体の事業担当者（15自治体） 

[時期] 
平成 29年 12月中旬～平成 30年２月上旬 

[方法] 
半構造化面接技法を用いたヒアリング調査 

 
（４） 事例の分析 

[目的] 
収集した事例を分析することで、就労に向け準備が必要な生活保護受給者の自立を

促進させるための効果的な支援に資する要因を整理する。 
[時期] 

12月上旬～３月上旬 
[方法] 
アンケート調査結果：単純集計、クロス集計 
ヒアリング調査結果：項目毎の体系化 
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（５） 調査研究報告書の作成 
[目的] 
収集した事例や就労に向け準備が必要な生活保護受給者への効果的な支援に資する

要因をとりまとめ、就労に向け準備が必要な生活保護受給者に対する支援のあり方を

提示する。 
[時期] 
１月上旬～３月中旬 
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第２章 アンケート調査 
 
１． 目的 
各自治体で行われている、就労に向け準備が必要な生活保護受給者に対する支援に関

する情報を収集し、実施状況や実施内容を整理して把握することを目的として実施した。 
 
２． 方法 

(1) アンケート票の設計 
 検討委員会における議論を経て、アンケート票を作成した（資料編のアンケート

票を参照のこと）。 
アンケート票の構成を以下に示す。 

 
図表 ３ アンケート票の構成 

Ⅰ．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題

をより多く抱える被保護者の状況と支援の現状について 
Ｑ１．自治体における被保護者数 
Ｑ２．自治体において保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者数 
Ｑ３．Ｑ２のうち、就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、

就労に向けた課題をより多く抱える被保護者数 
Ｑ４．自治体が実施する就労支援事業の参加者数と、そのうちの就労意欲が低い

者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多

く抱える被保護者数 
Ｑ５．自治体が実施する就労支援事業に参加した後に就労・増収した者の数と、

そのうちの就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、

就労に向けた課題をより多く抱える被保護者数 
Ｑ６．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向け

た課題をより多く抱える被保護者に対して自治体で行う事業 
Ｑ６‐１．生活困窮者就労準備支援事業との連携 

Ｑ７．事業の開始年度 
Ｑ８．事業対象者の決定方法 
Ｑ９．事業対象者の決定に関する基準の有無 
Ｑ10．事業参加者数の目標達成状況 
Ｑ11．事業の実施方法 
Ｑ12．事業への参加による就職者の有無 
 Ｑ12‐１．事業における就職後の職場定着支援実施の有無 
Ｑ13．事業の担当者数 
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 Ｑ13‐１．委託先の種類 
Ｑ14．事業の支援メニュー 
Ｑ15．事業において職場見学や就労体験等に関して協力を得られる事業所の有無 
 Ｑ15‐１．協力を得られる事業所の種類 
Ｑ16．事業の評価指標（効果測定） 
 Ｑ16‐１．評価の実施方法 
Ｑ17．事業を実施する中での他部門や他機関との連携状況 
Ｑ18．事業を実施する上での課題 
Ｑ19．事業の効果 
Ｑ20．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向け

た課題をより多く抱える被保護者に対する支援を効果的に行うために必

要だと思うこと 
Ｑ21．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向け

た課題をより多く抱える被保護者に対する支援として、特に効果的である

と思われる取組 
Ｑ22．ケースワーカーや就労支援員に対する就労支援に関する研修の有無 
 Ｑ22‐１．研修内容 
Ｑ23．ケースワーカーの平均的な担当ケース数 

 
Ⅱ．自治体について 

Ｑ24．人口 
Ｑ25．高齢化率 
Ｑ26．保護率 
Ｑ27．自治体名等の記入者に関する事項 

  
アンケート調査では、支援の対象となる者を「就労意欲が低い者や基本的な生活

習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者」（以下、

「支援対象者」とする）と定義し、その者に対する支援の状況について尋ねるよう

な質問を設けた。なお、支援対象者の数（人数）に関する質問においては、概数で

の回答も可とした。 
Ｑ６では、支援対象者に対して自治体で行う事業について、「生活保護受給者等

就労自立促進事業」、「被保護者就労支援事業」「被保護者就労準備支援事業」「自治

体独自の事業」のうちあてはまるもの全てを選択するよう求めた後、その中で最も

活用している事業を一つ選択するよう求めた。また、その後のＱ７からＱ19では、
Ｑ６において最も活用していると選択した一つの事業について回答するよう求め

た。 
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(2) 調査の対象者 
福祉事務所を設置する 902 自治体の生活保護主管課宛てにアンケート票を送付
し、679件のアンケート票を回収した（平成 29年 11月 6日到着分まで）。回収率は
75.3％であった。 

 
(3) 調査の時期 
平成 29年９月 20日～10月４日 
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３． 結果 
(1) アンケート集計結果 

集計結果を以下にまとめる。 
 

1)自治体における被保護者数（平成28年４月１日時点） 

  平均人数 

  全体 (N=678) 3181.10  
 3万人未満 (N=103) 262.57  
 

3万人以上5万人未満 (N=134) 395.24  
 5万人以上10万人未満 (N=189) 688.98  
 10万人未満20万人未満 (N=119) 3750.61  
 

20万人以上 (N=131) 11440.95 

平成 28年４月１日時点の被保護者数は平均で 3181.1人であった。 
 
2)自治体において保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者数（平成28年度） 

  平均人数 

  全体 (N=673) 451.42  
 

3万人未満 (N=102) 33.66  
 3万人以上5万人未満 (N=132) 50.64  
 5万人以上10万人未満 (N=187) 107.45  
 

10万人未満20万人未満 (N=119) 340.78  
 20万人以上 (N=131) 1777.59 

平成 28 年度の保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者の数は平均で 451.4 人
であった。 
 

3)（自治体において保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者数のうちの）支援対

象者数（平成28年度） 

  平均人数 

  全体 (N=651) 127.85  
 

3万人未満 (N=96) 10.81  
 3万人以上5万人未満 (N=131) 18.64  
 5万人以上10万人未満 (N=183) 38.89  
 

10万人未満20万人未満 (N=114) 108.47  
 20万人以上 (N=126) 478.25 

平成 28年度の支援対象者の数は平均で 127.9人であった。 
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4)自治体が実施する就労支援事業の参加者数と、そのうちの支援対象者数（平成28年度） 

■生活保護受給者等就労自立促進事業 

  平均人数 

  全体 (N=650) 60.11  
 3万人未満 (N=90) 6.69  
 

3万人以上5万人未満 (N=127) 10.34  
 5万人以上10万人未満 (N=183) 18.34  
 10万人未満20万人未満 (N=118) 47.10  
 

20万人以上 (N=130) 216.97 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=601) 13.01  
 

3万人未満 (N=85) 2.59  
 3万人以上5万人未満 (N=116) 3.76  
 5万人以上10万人未満 (N=173) 7.05  
 

10万人未満20万人未満 (N=108) 13.91  
 20万人以上 (N=118) 37.62 

 平成 28年度の生活保護受給者等就労自立促進事業の参加者数は平均で 60.1人であっ
た。そのうち、支援対象者の数は平均で 13.0人であった。 
 
■被保護者就労支援事業 

  平均人数 

  全体 (N=632) 90.09  
 

3万人未満 (N=84) 9.61  
 3万人以上5万人未満 (N=126) 11.83  
 5万人以上10万人未満 (N=178) 25.32  
 

10万人未満20万人未満 (N=114) 62.54  
 20万人以上 (N=128) 335.47 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=591) 33.04  
 3万人未満 (N=81) 3.63  
 3万人以上5万人未満 (N=119) 4.98  
 

5万人以上10万人未満 (N=167) 10.96  
 10万人未満20万人未満 (N=106) 23.17  
 20万人以上 (N=117) 122.56 

平成 28年度の被保護者就労支援事業の参加者数は平均で 90.1人であった。そのうち、
支援対象者の数は平均で 33.0人であった。 
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■被保護者就労準備支援事業 
  平均人数 

  全体 (N=561) 11.62  
 3万人未満 (N=70) 0.80  
 

3万人以上5万人未満 (N=107) 0.89  
 5万人以上10万人未満 (N=151) 1.97  
 10万人未満20万人未満 (N=108) 7.33  
 

20万人以上 (N=124) 42.56 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=522) 10.00  
 

3万人未満 (N=66) 0.55  
 3万人以上5万人未満 (N=102) 0.48  
 5万人以上10万人未満 (N=142) 1.74  
 

10万人未満20万人未満 (N=97) 5.80  
 20万人以上 (N=114) 37.94 

平成 28年度の被保護者就労準備支援事業の参加者数は平均で 11.6人であった。その
うち、支援対象者の数は平均で 10.0人であった。 
 
■その他の就労支援事業 

  平均人数 

  全体 (N=565) 10.29  
 

3万人未満 (N=73) 2.82  
 3万人以上5万人未満 (N=106) 2.22  
 5万人以上10万人未満 (N=156) 3.38  
 

10万人未満20万人未満 (N=106) 3.91  
 20万人以上 (N=123) 36.01 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=511) 2.75  
 3万人未満 (N=66) 1.05  
 3万人以上5万人未満 (N=97) 1.14  
 

5万人以上10万人未満 (N=146) 1.26  
 10万人未満20万人未満 (N=93) 1.00  
 20万人以上 (N=108) 8.79 

平成 28年度のその他の就労支援事業の参加者数は 10.3人であった。そのうち、支援
対象者の数は平均で 2.8人であった。 
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5)自治体が実施する就労支援事業に参加した後に就労・増収した者の数と、そのうちの

支援対象者数（平成28年度） 

■生活保護受給者等就労自立促進事業 

  平均人数 

  全体 (N=640) 29.75  
 3万人未満 (N=87) 2.67  
 

3万人以上5万人未満 (N=124) 4.73  
 5万人以上10万人未満 (N=180) 8.38  
 10万人未満20万人未満 (N=117) 24.23  
 

20万人以上 (N=130) 106.60 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=581) 4.15  
 

3万人未満 (N=80) 0.63  
 3万人以上5万人未満 (N=115) 0.92  
 5万人以上10万人未満 (N=163) 2.09  
 

10万人未満20万人未満 (N=106) 3.56  
 20万人以上 (N=116) 13.25 

平成 28 年度の生活保護受給者等就労自立促進事業に参加した後に就職・増収した者
の数は平均で 29.8人であった。そのうち、支援対象者の数は平均で 4.2人であった。 
 
■被保護者就労支援事業 

  平均人数 

  全体 (N=623) 38.34  
 

3万人未満 (N=82) 3.88  
 3万人以上5万人未満 (N=121) 4.00  
 5万人以上10万人未満 (N=177) 9.51  
 

10万人未満20万人未満 (N=113) 22.91  
 20万人以上 (N=128) 146.76 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=570) 9.50  
 3万人未満 (N=76) 0.79  
 3万人以上5万人未満 (N=114) 0.89  
 

5万人以上10万人未満 (N=160) 2.96  
 10万人未満20万人未満 (N=105) 5.52  
 20万人以上 (N=114) 36.80 

平成 28 年度の被保護者就労支援事業に参加した後に就職・増収した者の数は平均で
38.3人であった。そのうち、支援対象者の数は平均で 9.5人であった。 
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■被保護者就労準備支援事業 

  平均人数 

  全体 (N=550) 2.82  
 3万人未満 (N=68) 0.13  
 

3万人以上5万人未満 (N=104) 0.34  
 5万人以上10万人未満 (N=149) 0.46  
 10万人未満20万人未満 (N=105) 1.88  
 

20万人以上 (N=123) 10.08 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=515) 2.08  
 

3万人未満 (N=64) 0.11  
 3万人以上5万人未満 (N=101) 0.18  
 5万人以上10万人未満 (N=141) 0.23  
 

10万人未満20万人未満 (N=96) 0.82  
 20万人以上 (N=112) 8.37 

平成 28 年度の被保護者就労準備支援事業に参加した後に就職・増収した者の数は平
均で 2.8人であった。そのうち、支援対象者の数は平均で 2.1人であった。 
 
■その他の就労支援事業 

  平均人数 

  全体 (N=554) 3.92  
 

3万人未満 (N=73) 0.71  
 3万人以上5万人未満 (N=104) 0.58  
 5万人以上10万人未満 (N=152) 0.80  
 

10万人未満20万人未満 (N=102) 1.40  
 20万人以上 (N=122) 14.71 

（うち支援対象者） 

  平均人数 

  全体 (N=510) 0.65  
 3万人未満 (N=67) 0.25  
 3万人以上5万人未満 (N=99) 0.11  
 

5万人以上10万人未満 (N=145) 0.17  
 10万人未満20万人未満 (N=93) 0.14  
 20万人以上 (N=105) 2.50 

平成 28 年度のその他の就労支援事業に参加した後に就職・増収した者の数は 3.9 人
であった。そのうち、支援対象者の数は平均で 0.7人であった。 
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6)支援対象者に対して自治体で行う事業 

（自治体で行うすべての事業）※複数回答 

 

（うち最も活用している事業） 

 
支援対象者に対して自治体が行う事業については、「被保護者就労支援事業」が最も

多く 420件（61.9％）、次いで「生活保護受給者等就労自立促進事業」が 345件（50.8％）、
「被保護者就労準備支援事業」が 156件（23.0％）、「自治体独自の事業」が 40件（5.9％）
であった。 
 上記のうち、最も活用している事業については、「被保護者就労支援事業」が最も多

く 315件（46.4％）、次いで「生活保護受給者等就労自立促進事業」が 217件（32.0％）、
「被保護者就労準備支援事業」が 102件（15.0％）、「自治体独自の事業」が 21件（3.1％）
であった。  

50.8

61.9

23.0

5.9

1.8

0 20 40 60 80 100

生活保護受給者等

就労自立促進事業

による支援

被保護者就労支援

事業による支援

被保護者就労準備

支援事業による支

援

自治体独自の事業

無回答

（%）N=679

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

32.0%

被保護者就

労支援事業

による支援

46.4%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

15.0%

自治体独自

の事業

3.1%

無回答

3.5%

N=679
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6)a 支援対象者に対して自治体で行う事業（人口規模別）  

（自治体で行うすべての事業）※複数回答 

 ■3万人未満   ■3～5万人    ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

   (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 
 
（うち最も活用している事業） 

■3万人未満（N=103）    ■3～5万人(N=134) 

 
 ■5～10万人(N=190)    ■10～20万人(N=119) 

 

 

54.4

47.6

6.8

7.8

4.9

0 40 80

生活保護受給者

等就労自立促進

事業による支援

被保護者就労支

援事業による支

援

被保護者就労準

備支援事業によ

る支援

自治体独自の事

業

無回答

（%）

59.0

56.0

12.7

4.5

2.2

0 40 80

（%）

50.0

66.8

15.8

5.3

1.1

0 40 80

（%）

49.6

69.7

22.7

4.2

0.8

0 40 80

（%）

42.7

64.1

57.3

8.4

0.8

0 40 80

（%）

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

46.6%
被保護者就

労支援事業

による支援

38.8%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

3.9%

自治体独自

の事業

2.9%

無回答

7.8%

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

42.5%被保護者就

労支援事業

による支援

41.8%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

8.2%

自治体独自

の事業

3.0%

無回答

4.5%

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

33.7%

被保護者就

労支援事業

による支援

48.9%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

12.1%

自治体独自

の事業

2.6%

無回答

2.6%

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

25.2%

被保護者就

労支援事業

による支援

58.0%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

12.6%

自治体独自

の事業

2.5%

無回答

1.7%
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■20万人以上(N=131) 

 
人口規模別にみたときの、支援対象者に対して自治体が行う事業については、「生活

保護受給者等就労自立促進事業」については、人口規模が大きくなるほど少なくなる一

方で、「被保護者就労支援事業」や「被保護者就労準備支援事業」については、人口規

模が大きくなるほど多くなる傾向があった。 
上記のうち、最も活用している事業についても、概ね同様の傾向がみられた。 
 

6)-1 生活困窮者就労準備支援事業との連携 

 
また、最も活用している事業を「被保護者就労準備支援事業」であると回答した自治

体のうち、「生活困窮者就労準備支援事業と一体的に事業を実施している」と回答した

自治体は 118件（75.6％）であった。「単独で事業を実施している」と回答した自治体は
34件（21.8％）であった。 
 
  

生活保護受

給者等就労

自立促進事

業による支

援

13.7%

被保護者就

労支援事業

による支援

42.0%

被保護者就

労準備支援

事業による

支援

37.4%

自治体独自

の事業

4.6%

無回答

2.3%

一体的に事業

を実施

75.6%

単独で事業を

実施

21.8%

無回答

2.6%
N=156
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6)-1a 生活困窮者就労準備支援事業との連携（人口規模別） 

人口規模別にみたときの、「生活困窮者就労準備支援事業と一体的に事業を実施して

いる」と回答した自治体は、人口規模が大きくなるほど少なくなる一方で、「単独で事

業を実施している」と回答した自治体は、人口規模が大きくなるほど多くなる傾向があ

った。 
 

7)事業の開始年度 
 最も活用している事業の開始年度は平均で平成 23.6年であった。 
 
  

 ■3万人未満(N=7)  ■3～5万人(N=17) 

 
 ■5～10万人(N=30)  ■10～20万人(N=27) 

 
■20万人以上(N=75) 

 

一体的に事

業を実施

100.0%

単独で事業

を実施

0.0%

無回答

0.0%

一体的に事

業を実施

88.2%

単独で事業

を実施

11.8%

無回答

0.0%

一体的に事

業を実施

73.3%

単独で事業

を実施

20.0%

無回答

6.7%

一体的に事

業を実施

70.4%

単独で事業

を実施

29.6%

無回答

0.0%

一体的に事

業を実施

73.3%

単独で事業

を実施

24.0%

無回答

2.7%
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8)事業対象者の決定方法 

 

 最も活用している事業の対象者の決定に当たり「会議を行っている」と回答した自治

体は 255件（37.6％）で、「会議を行っていない」と回答した自治体は 402件（59.2％）
あった。 
 

9)事業対象者の決定に関する基準の有無 

 

 最も活用している事業の事業参加者を選定するに当たって「自治体としての文書化さ

れた基準（規定・マニュアル等）がある」と回答した自治体は 205件（30.2％）、「自治
体としての文書化された基準（規定・マニュアル等）がない」と回答した自治体は 451
件（66.4％）であった。 
 
  

事業対象者の

決定にあたり

会議を行って

いる

37.6%事業対象者の

決定にあたり

会議を行って

いない

59.2%

無回答

3.2%
N=679

事業参加者を選

定するに当たっ

て自治体として

の文書化された

基準がある

30.2%

事業参加者を選

定するに当たっ

て自治体として

の文書化された

基準はない

66.4%

無回答

3.4%
N=679
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10)事業参加者数の目標達成状況 

 

 最も活用している事業の平成 28 年度の事業参加者数の目標について「数値目標を達
成した」と回答した自治体は 200件（29.5％）、「数値目標を達成しなかった」と回答し
た自治体は 450件（66.3％）であった。 
  

数値目標を達成

した

29.5%

数値目標を達成

しなかった

66.3%

無回答

4.3%
N=679
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11)事業の実施方法 

（Ａ）日常生活自立に関する支援 

（実施内容）※複数回答 

 

（実施体制） 

 

（Ａ）日常生活自立に関する支援の実施内容については、「所内での面接相談」が最

も多く 504件（74.2％）、次いで「家庭訪問による面接相談」が 413件（60.8％）、「模擬
面接」が 100 件（14.7％）であった。また、実施体制としては「直営」が最も多く 412
件（60.7％）、次いで「委託」が 126件（18.6％）、「一部を委託」が 28件（4.1％）であ
った。 
 
  

60.8

74.2

13.0

13.3

12.1

6.2

13.1

14.7

8.2

9.1

4.3

12.1

2.8

0 20 40 60 80 100

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティング

その他

実施していない

無回答

（%）N=679

直営

60.7%

委託

18.6%

一部を委託

4.1%

無回答

16.6%

N=679
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（Ａ）a 日常生活自立に関する支援（人口規模別） 

(実施内容)※複数回答 

■3万人未満   ■3～5万人     ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

   (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 

 
（実施体制） 

 ■3万人未満(N=103)   ■3～5万人(N=134) 

 
 ■5～10万人(N=190)   ■10～20万人(N=119) 

 

62.1

56.3

3.9

6.8

3.9

4.9

3.9

6.8

2.9

0.0

1.9

22.3

4.9

0 40 80

家庭訪問による面

接相談

所内での面接相談

セミナーやワーク

ショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講

習

キャリアコンサル

ティング

その他

実施していない

無回答

（%）

75.4

67.9

4.5

8.2

8.2

2.2

8.2

6.7

2.2

2.2

5.2

11.9

3.7

0 40 80

（%）

60.5

82.1

7.9

14.2

10.0

4.7

12.6

16.3

6.8

8.9

3.7

10.5

0.5

0 40 80

（%）

53.8

75.6

11.8

11.8

9.2

3.4

12.6

21.0

9.2

9.2

4.2

10.9

4.2

0 40 80

（%）

51.1

81.7

37.4

23.7

28.2

16.0

26.7

21.4

19.8

23.7

6.1

7.6

2.3

0 40 80

（%）

直営

59.2%

委託

9.7%

一部を委託

1.9%

無回答

29.1%

直営

72.4%

委託

7.5%

一部を委託

3.0%

無回答

17.2%

直営

68.4%

委託

15.8%

一部を委託

2.1%

無回答

13.7%

直営, 63.9%

委託, 19, 

16.0%

一部を委

託, 5, 

4.2%

無回答, 

19, 16.0%
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 ■20万人以上(N=131) 

 
人口規模別にみたときの、（Ａ）日常生活自立に関する支援の実施内容については、

「所内での面接相談」は、人口規模が大きくなるほど多くなる傾向がある一方で、「家

庭訪問による面接相談」は、人口規模が大きくなるほど少なくなる傾向があった。 
また、実施体制としては、「直営」は人口規模が大きくなるほど少なくなる傾向があ

る一方で、「委託」は人口規模が大きくなるほど多くなる傾向があった。 
 
（Ａ）b 日常生活自立に関する支援（最も活用している事業別） 

（実施内容）※複数回答 

      ■生保事業    ■支援事業     ■準備事業  ■独自事業 

      (N=217)        (N=315)  (N=102)   (N=21) 

 
 

※ 「生保事業」：生活保護受給者等就労自立促進事業、「支援事業」：被保護者就労支援事業、「準備事業」：被保護

者就労準備支援事業、「独自事業」：自治体独自の事業 

 

 

直営

35.1%

委託

43.5%

一部を委託

9.9%

無回答

11.5%

59.4

67.7

4.6

8.3

3.2

2.8

5.5

7.4

2.3

4.6

2.3

21.7

2.8

0 40 80

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティング

その他

実施していない

無回答

（%）

65.7

77.8

6.3

10.8

7.0

2.9

6.3

16.5

5.4

7.0

4.1

9.2

1.6

0 40 80

（%）

54.9

81.4

52.9

34.3

45.1

26.5

50.0

27.5

32.4

24.5

8.8

2.9

0.0

0 40 80

（%）

57.1

85.7

9.5

14.3

14.3

0.0

23.8

14.3

4.8

14.3

0.0

4.8

0.0

0 40 80

（%）
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（実施体制） 

 ■生保事業(N=217)   ■支援事業(N=315) 

 
 ■準備事業(N=102)   ■独自事業(N=21) 

 
 
最も活用している事業別にみたときの、（Ａ）日常生活自立に関する支援の実施内容

については、「家庭訪問による面接相談」は、「被保護者就労支援事業」が最も多く、「被

保護者就労準備支援事業」が最も少なかった。「所内での面接相談」は、「自治体独自の

事業」が最も多く、「生活保護受給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。 
また、実施体制としては、「直営」は「被保護者就労支援事業」が最も多く、「被保護

者就労準備支援事業」が最も少なかった。「委託」は「被保護者就労準備支援事業」が

最も多く、「生活保護受給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。 
 
  

直営

68.2%
委託

2.8%

一部を委託

2.3%

無回答

26.7%

直営

73.7%

委託

10.2%

一部を委託

4.1%

無回答

12.1%

直営

10.8%

委託

78.4%

一部を委託

6.9%

無回答

3.9%

直営

71.4%

委託

14.3%

一部を委託

9.5%

無回答

4.8%
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（Ｂ）社会生活自立に関する支援 
（実施内容）※複数回答 

 

（実施体制） 

 

 
 （Ｂ）社会生活自立に関する支援の実施内容については、「所内での面接相談」が最

も多く 468件（68.9％）、次いで「家庭訪問による面接相談」が 367件（54.1％）、「実施
していない」が 123件（18.1％）であった。また、実施体制としては「直営」が最も多
く 371件（54.6％）、次いで「委託」が 128件（18.9％）、「一部を委託」が 30件（4.4％）
であった。 
  

54.1

68.9

15.2

14.0

14.3

8.2

15.9

16.6

9.0

9.4

3.2

18.1

2.9

0 20 40 60 80 100

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティング

その他

実施していない

無回答

（%）N=679

直営

54.6%
委託

18.9%

一部を委託

4.4%

無回答

22.1%

N=679
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（Ｂ）a 社会生活自立に関する支援（人口規模別） 
（実施内容）※複数回答 

 

■3万人未満   ■3～5万人     ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

   (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 
 

（実施体制） 

 ■3万人未満(N=103)  ■3～5万人(N=134) 

 
 ■5～10万人(N=190)   ■10～20万人(N=119) 

 

54.4

47.6

3.9

7.8

2.9

3.9

5.8

7.8

2.9

0.0

1.9

33.0

4.9

0 40 80

家庭訪問による面接相

談

所内での面接相談

セミナーやワーク

ショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティ

ング

その他

実施していない

無回答

（%）

67.9

61.9

6.0

5.2

7.5

3.0

7.5

7.5

2.2

2.2

2.2

23.1

3.7

0 40 80

（%）

52.6

74.7

7.9

12.6

10.5

5.8

13.7

17.9

6.8

8.9

4.7

17.4

1.1

0 40 80

（%）

49.6

74.8

16.8

16.0

12.6

5.9

17.6

23.5

6.7

10.1

1.7

12.6

4.2

0 40 80

（%）

45.0

78.6

42.0

27.5

36.6

22.9

34.4

25.2

26.0

24.4

4.6

7.6

2.3

0 40 80

（%）

直営

51.5%

委託

9.7%

一部を委託

1.9%

無回答

36.9%

直営

60.4%

委託

6.0%

一部を委託

3.7%

無回答

29.9%

直営

62.6%
委託

16.3%

一部を委託

2.1%

無回答

18.9%

直営

61.3%委託

17.6%

一部を委託

3.4%

無回答

17.6%
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 ■20万人以上(N=131) 

 
人口規模別にみたときの、（Ｂ）社会生活自立に関する支援の実施内容については、

「所内での面接相談」は、人口規模が大きくなるほど多くなる一方で、「家庭訪問によ

る面接相談」は、人口規模が大きくなるほど少なくなる傾向があった。 
また、実施体制としては「委託」は人口規模が大きくなるほど多くなる傾向があった。 

 
（Ｂ）b 社会生活自立に関する支援（最も活用している事業別） 

（実施内容）※複数回答 

     ■生保事業    ■支援事業     ■準備事業  ■独自事業 

      (N=217)        (N=315)  (N=102)   (N=21) 

 
 

 

 

 

 

 

直営

33.6%

委託

44.3%

一部を委託

10.7%

無回答

11.5%

50.2

58.1

4.6

6.9

2.3

1.8

5.1

8.3

1.4

3.7

0.9

34.1

2.8

0 40 80

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティング

その他

実施していない

無回答

（%）

62.5

76.5

7.9

9.5

7.3

4.1

8.9

18.1

7.3

7.9

3.5

12.4

1.9

0 40 80

（%）

43.1

75.5

59.8

43.1

59.8

37.3

58.8

32.4

32.4

25.5

7.8

3.9

0.0

0 40 80

（%）

47.6

76.2

19.0

14.3

9.5

4.8

23.8

14.3

4.8

14.3

0.0

14.3

0.0

0 40 80

（%）
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（実施体制） 

 ■生保事業(N=217)   ■支援事業(N=315) 

 
 ■準備事業(N=102)  ■独自事業(N=21) 

 
 
最も活用している事業別にみたときの、（Ｂ）社会生活自立に関する支援の実施内容

については、「家庭訪問による面接相談」は、「被保護者就労支援事業」が最も多く、「被

保護者就労準備支援事業」が最も少なかった。「所内での面接相談」は、「被保護者就労

支援事業」が最も多く、「生活保護受給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。 
また、実施体制としては、「直営」は「被保護者就労支援事業」が最も多く、「被保護

者就労準備支援事業」が最も少なかった。「委託」は準備事業が最も多く、「生活保護受

給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。  

直営

58.5%

委託

2.8%

一部を委託

1.8%

無回答

36.9%

直営

68.6%

委託

10.5%

一部を委託

5.1%

無回答

15.9%

直営

8.8%

委託

79.4%

一部を委託

6.9%

無回答

4.9%

直営

61.9%

委託

14.3%

一部を委託

9.5%

無回答

14.3%
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（Ｃ）就労自立に関する支援 
（実施内容）※複数回答 

 

（実施体制） 

 

 
 （Ｃ）就労自立に関する支援の実施内容については、「所内での面接相談」が最も多

く 455件（67.0％）、次いで「家庭訪問による面接相談」が 320件（47.1％）、「模擬面接」
が 198件（29.2％）であった。また、実施体制としては「直営」が最も多く 375件（55.2％）、
次いで「委託」が 133件（19.6％）、「一部を委託」が 29件（4.3％）であった。 
  

47.1

67.0

16.9

20.8

10.0

5.4

23.3

29.2

13.4

14.0

6.3

17.8

2.9

0 20 40 60 80 100

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティング

その他

実施していない

無回答

（%）N=679

直営

55.2%委託

19.6%

一部を委託

4.3%

無回答

20.9%

N=679
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（Ｃ）a 就労自立に関する支援（人口規模別） 

（実施内容）※複数回答 

 

■3万人未満   ■3～5万人    ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

    (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 
 
（実施体制） 

 ■3万人未満(N=103)   ■3～5万人(N=134) 

 
 ■5～10万人(N=190)   ■10～20万人(N=119) 

 

52.4

50.5

5.8

8.7

2.9

1.9

9.7

17.5

4.9

0.0

6.8

28.2

5.8

0 40 80

家庭訪問による面接相

談

所内での面接相談

セミナーやワーク

ショップ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティ

ング

その他

実施していない

無回答

（%）

58.2

56.7

6.0

11.9

6.0

2.2

11.2

14.2

2.2

2.2

4.5

27.6

3.7

0 40 80

（%）

47.4

71.1

11.6

19.5

7.4

4.2

18.9

24.2

9.5

11.1

8.4

19.5

0.5

0 40 80

（%）

39.5

73.1

21.0

23.5

7.6

4.2

26.9

37.0

12.6

18.5

6.7

10.1

4.2

0 40 80

（%）

37.4

78.6

41.2

38.9

26.0

14.5

49.6

53.4

37.4

37.4

4.6

4.6

2.3

0 40 80

（%）

直営

55.3%

委託

9.7%

一部を委託

1.9%

無回答

33.0%

直営

57.5%

委託

8.2%

一部を委託

2.2%

無回答

32.1%

直営

60.0%

委託

16.3%

一部を委託

3.2%

無回答

20.5%

直営

63.0%

委託

19.3%

一部を委託

4.2%

無回答

13.4%
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■20万人以上(N=131) 

 
人口規模別にみたときの、（Ｃ）就労自立に関する支援の実施内容については、「所内

での面接相談」は、人口規模が大きくなるほど多くなる一方で、「家庭訪問による面接

相談」は、人口規模が大きくなるほど少なくなる傾向があった。 
また、実施体制としては、「委託」は人口規模が大きくなるほど多くなる傾向があっ

た。 
 

（Ｃ）b 就労自立に関する支援（最も活用している事業別） 
（実施内容）※複数回答 

   ■生保事業   ■支援事業   ■準備事業      ■独自事業 

     (N=217)      (N=315)      (N=102)        (N=21) 

 
 

 

 

 

 

直営

38.2%

委託

44.3%

一部を委託

9.9%

無回答

7.6%

45.2

58.5

9.2

8.3

2.8

1.8

6.5

16.1

3.7

5.5

4.6

31.8

2.8

0 40 80

家庭訪問による面接相談

所内での面接相談

セミナーやワークショッ

プ

職場見学

ボランティア活動

地域活動への参加

就労体験

模擬面接

ビジネスマナー講習

キャリアコンサルティン

グ

その他

実施していない

無回答

（%）

54.9

73.3

8.3

16.2

3.5

1.9

14.9

29.5

7.9

11.7

7.9

13.3

1.9

0 40 80

（%）

35.3

72.5

59.8

57.8

46.1

26.5

83.3

57.8

49.0

39.2

6.9

2.0

0.0

0 40 80

（%）

38.1

66.7

14.3

33.3

0.0

0.0

33.3

19.0

9.5

19.0

0.0

23.8

0.0

0 40 80

（%）
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（実施体制） 

 ■生保事業(N=217)   ■支援事業(N=315) 

 
■準備事業(N=102)   ■独自事業(N=21) 

 
最も活用している事業別にみたときの、（Ｃ）就労自立に関する支援の実施内容につ

いては、「所内での面接相談」は、「被保護者就労支援事業」が最も多く、「生活保護受

給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。「家庭訪問による面接相談」は、「被保護

者就労支援事業」が最も多く、「被保護者就労準備支援事業」が最も少なかった。 
また、実施体制としては、「直営」は「被保護者就労支援事業」が最も多く、「被保

護者就労準備支援事業」が最も少なかった。「委託」は準備事業が最も多く、「生活保

護受給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。 
 

12)事業への参加による就職者の有無 

 

直営

57.6%

委託

4.1%

一部を委託

3.2%

無回答

35.0%

直営

70.5%

委託

10.8%

一部を委託

3.5%

無回答

15.2%

直営

9.8%

委託

80.4%

一部を委託

7.8%

無回答

2.0%

直営

52.4%

委託

14.3%

一部を委託

9.5%

無回答

23.8%

いる

86.6%

いない

7.8%

無回答

5.6%

N=679
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 最も活用している事業への参加によって就職する者が「いる」と回答した自治体は 588
件（86.6％）、「いない」と回答した自治体は 53件（7.8％）であった。 
 
12)-1 職場定着支援の実施の有無 

 
また、事業への参加によって就職する者がいると回答した自治体のうち、就職後の職

場定着支援を「実施している」と回答した自治体は 295件（50.2％）、「実施していない」
と回答した自治体は 290件（49.3％）であった。 

 
13)事業の担当者数 

直営のみで行っている場合（自治体職員数）  

常勤（人） うち専任者（人） 非常勤（人）  
4.0 1.2 1.5 

委託のみで行っている場合（委託先職員数、委託先法人数） 

常勤（人） うち専任者（人） 非常勤（人） 委託先（法人） 

4.8 4.1 1.7 1.4 

一部を委託して行っている場合（上：自治体職員数、下：委託先職員数、委託先法人数） 

常勤（人） うち専任者（人） 非常勤（人）  
4.6 2.7 2.1 

常勤（人） うち専任者 非常勤 委託先（法人） 

3.3 2.7 1.3 1.0 

最も活用している事業の担当者数について、「直営のみ」で行っている場合の自治体

の常勤職員数は平均で 4.0人（うち専任者は平均で 1.2人）、非常勤職員は平均で 1.5人
であった。 
「委託のみ」で行っている場合の委託先の担当者数は常勤の担当者が平均で 4.8人（う

ち、専任者は平均で 4.1人）、非常勤の担当者は平均で 1.7人であった。また、委託先の
法人数は平均で 1.4所であった。 
 「一部を委託」して行っている場合の自治体の常勤職員数は平均で 4.6人（うち、専
任者は平均で 2.7人）、非常勤職員は平均で 2.1人であった。委託先の担当者数は常勤の

実施している

50.2%

実施していない

49.3%

無回答

0.5%
N=588
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担当者が平均で 3.3人（うち、専任者は平均で 2.7人）、非常勤の担当者は平均で 1.3人
であった。また、委託先の法人数は平均で 1.0所であった。 
 

13)-1 委託先の種類 

※複数回答 

 

委託先の種類については、「民間企業」が最も多く 70件（38.7％）、次いで「ＮＰＯ法
人」が 48件（26.5％）、「社会福祉法人」が 39件（21.5％）であった。 
 
13)-1a 委託先の種類（人口規模別） 

 

■3万人未満 ■3～5万人   ■5～10万人  ■10～20万人 ■20万人以上 

(N=17)   (N=18)         (N=41)      (N=30)   (N=75) 

 

21.5

26.5

38.7

19.3

2.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

社会福祉法人

ＮＰＯ法人

民間企業

その他

無回答

（%）N=181

23.5

35.3

11.8

29.4

5.9

0 40 80

社会福祉法人

ＮＰＯ法人

民間企業

その他

無回答

（%）

38.9

27.8

16.7

27.8

0.0

0 40 80

（%）

26.8

26.8

34.1

17.1

2.4

0 40 80

（%）

23.3

26.7

30.0

23.3

3.3

0 40 80

（%）

13.3

24.0

56.0

14.7

1.3

0 40 80

（%）
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 人口規模別にみたときの、委託先の種類については、「民間企業」は、人口規模が大

きくなるほど多くなり、「ＮＰＯ法人」や「社会福祉法人」は、人口規模が大きくなる

ほど少なくなる傾向があった。 
 

14)事業の支援メニュー 

 

最も活用している事業の支援メニューについては、「固定したメニューはなく、支援

者に応じてオーダーメイドの支援を行っている」と回答した自治体が最も多く 434 件
（63.9％）、次いで「一つの支援メニューを設定している」が 125件（18.4％）、「支援対
象者の段階等ごとに二つ以上の支援メニューを設定している」が 81件（11.9％）であっ
た。 

 

15)事業において職場見学や就労体験等に関して協力を得られる事業所の有無 

 

 

 最も活用している事業において職場見学や就労体験等に関して協力を得られる事業

所が「ある」と回答した自治体は 265件（39.0％）、「なし」と回答した自治体は 384件
（56.6％）であった。 

一つの支援メ

ニューを設定

している

18.4%

支援対象者の

段階等ごとに

２つ以上の支

援メニューを

設定している

11.9%

固定したメ

ニューはなく、

支援者に応じて

オーダーメード

の支援を行って

いる

63.9%

無回答

5.7%

N=679

あり

39.0%

なし

56.6%

無回答

4.4%

N=679
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15)-1 協力を得られる事業所の種類 

※複数回答 

 

また、協力が得られる事業所については、「民間企業」が最も多く 179 件（67.5％）、
次いで「社会福祉法人」が 157件（59.2％）、「ＮＰＯ法人」が 97件（36.6％）であった。 
 

16)事業の評価指標（効果測定） 

※複数回答 

 

 最も活用している事業の評価指標については「就労・増収率」が最も多く 468 件
（68.9％）、次いで「事業への参加率」が 304件（44.8％）、「参加者の意欲の変化」が 144
件（21.2％）であった。また、「評価を行っていない」との回答は 130件（19.1％）であ

59.2

36.6

67.5

7.9

0.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

社会福祉法人

ＮＰＯ法人

民間企業

その他

無回答

（%）N=265

44.8

68.9

13.5

11.9

16.2

21.2

3.1

3.1

19.1

3.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

事業への参加率

就労・増収率

日常生活自立の向上度

社会生活自立の向上度

経済的自立の向上度

参加者の意欲の変化

参加者の満足度

その他

評価を行っていない

無回答

（%）N=679
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った。 
 
16)-1 評価の実施方法 

 
何らかの指標で評価を行っていると回答した 525 自治体のうち、「評価をするに当た

り会議を行っている」と回答した自治体は 107件（20.4％）、「評価をするに当たり会議
を行っていない」と回答した自治体は 382件（72.8％）であった。 
 

17)事業を実施する中での他部門や他機関との連携状況 

 

最も活用している事業について、（Ａ）庁内の生活困窮者関係部局と「よく連携して

いる」と回答した自治体は 455件（67.0％）、「どちらともいえない」と回答した自治体
は 123件（18.1％）、「あまり連携していない」と回答した自治体は 79件（11.6％）であ
った。 
（Ｂ）庁内の母子（父子）家庭関係部局と「よく連携している」と回答した自治体は

297件（43.7％）、「どちらともいえない」と回答した自治体は 197件（29.0％）、「あまり
連携していない」と回答した自治体は 163件（24.0％）であった。 

評価をするにあ

たり会議を行っ

ている

20.4%

評価をするに

あたり会議を

行っていない

72.8%

無回答

6.9%

N=525

67.0

43.7

50.8

11.5

85.6

18.1

18.1

29.0

27.0

37.7

7.8

24.3

11.6

24.0

19.1

46.8

3.5

53.8

3.2

3.2

3.1

4.0

3.1

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（Ａ）庁内の生活困窮者関係部局／連携状況

（Ｂ）庁内の母子（父子）家庭関係部局／連携状況

（Ｃ）庁内の障害者関係部局／連携状況

（Ｄ）庁内の労働関係部局／連携状況

（Ｅ）ハローワーク／連携状況

（Ｆ）職場体験や就労体験等に関する事業所／連携状況

よく連携している どちらともいえない あまり連携していない 無回答

N=679
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（Ｃ）庁内の障害者関係部局と「よく連携している」と回答した自治体は 345 件
（50.8％）、「どちらともいえない」と回答した自治体は 183 件（27.0％）、「あまり連携
していない」と回答した自治体は 130件（19.1％）であった。 
（Ｄ）庁内の労働関係部局と「よく連携している」と回答した自治体は 78件（11.5％）、

「どちらももいえない」と回答した自治体は 256件（37.7％）、「あまり連携していない」
と回答した自治体は 318件（46.8％）であった。 
（Ｅ）ハローワークと「よく連携している」と回答した自治体は 581件（85.6％）、「ど

ちらともいえない」と回答した自治体は 53件（7.8％）、「あまり連携していない」と回
答した自治体は 24件（3.5％）であった。 
（Ｆ）職場見学や就労体験等に関する事業所と「よく連携している」と回答した自治

体は 123件（18.1％）、「どちらともいえない」と回答した自治体は 165件（24.3％）、「あ
まり連携していない」と回答した自治体は 365件（53.8％）であった。 
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18)事業を実施する上での課題 

※複数回答 

 

最も活用している事業を実施する上での課題については、「対象者を事業に参加させ

ることが困難」が最も多く 489 件（72.0％）、次いで「実施ノウハウが不足」が 243 件
（35.8％）、「支援期間終了後の次の段階への移行が困難」が 217（32.0％）であった。 
 

18)a 事業を実施する上での課題（人口規模別） 

※複数回答 

■3万人未満   ■3～5万人    ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

   (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 

35.8

13.7

21.9

8.7

72.0

32.0

6.5

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

実施ノウハウが不足

予算の確保が困難

職員の確保が困難

委託先の確保が困難

対象者を事業に参加させることが困難

支援期間終了後の次の段階（求職活動や就労）へ

の移行が困難

その他

無回答

（%）N=679

42.7

10.7

26.2

8.7

60.2

19.4

5.8

8.7

0 40 80

実施ノウハウが不足

予算の確保が困難

職員の確保が困難

委託先の確保が困難

対象者を事業に参加さ

せることが困難

支援期間終了後の次の

段階（求職活動や就

労）への移行が困難

その他

無回答

（%）

41.0

11.2

21.6

7.5

68.7

30.6

7.5

4.5

0 40 80

（%）

39.5

13.7

26.3

8.4

73.7

31.1

4.2

1.6

0 40 80

（%）

32.8

16.8

19.3

10.9

69.7

32.8

9.2

5.0

0 40 80

（%）

22.1

16.0

15.3

8.4

84.0

43.5

6.9

3.8

0 40 80

（%）
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人口規模別にみたときの、最も活用している事業を実施する上での課題については、

「対象者を事業に参加させることが困難」や「支援期間終了後の次の段階への移行が困

難」は、人口規模が大きくなるほど多くなる傾向があり、「実施ノウハウが不足」は、

人口規模が大きくなるほど少なくなる傾向があった。 
 
18)b 事業を実施する上での課題（最も活用している事業別） 

※複数回答 

   ■生保事業   ■支援事業   ■準備事業      ■独自事業 

     (N=217)      (N=315)      (N=102)        (N=21)

 
最も活用している事業別にみたときの、事業を実施する上での課題については、「対

象者を事業に参加させることが困難」は、「被保護者就労準備支援事業」が最も多く、

「自治体独自の事業」が最も少なかった。「実施ノウハウが不足」は、「自治体独自の事

業」が最も多く、「被保護者就労準備支援事業」が最も少なかった。「支援期間終了後の

次の段階への移行が困難」は、「被保護者就労準備支援事業」が最も多く、「生活保護受

給者等就労自立促進事業」が最も少なかった。 
 

  

40.1

12.4

30.9

12.0

68.7

24.9

6.0

3.7

0 40 80

実施ノウハウが不足

予算の確保が困難

職員の確保が困難

委託先の確保が困難

対象者を事業に参加させ

ることが困難

支援期間終了後の次の段

階（求職活動や就労）へ

の移行が困難

その他

無回答

（%）

37.1

13.3

20.3

6.0

74.6

28.6

7.0

2.9

0 40 80

（%）

22.5

19.6

7.8

12.7

79.4

56.9

7.8

0.0

0 40 80

（%）

52.4

14.3

33.3

0.0

61.9

42.9

0.0

4.8

0 40 80

（%）
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19)事業の効果 

 
最も活用している事業について、支援対象者に対する支援として「とても効果があっ

た」と回答した自治体は 84件（12.4％）、「やや効果があった」と回答した自治体は 339
件（49.9％）、「どちらともいえない」と回答した自治体は 153 件（22.5％）、「あまり効
果はなかった」と回答した自治体は 50件（7.4％）、「ほとんど効果はなかった」と回答
した自治体は 15件（2.2％）であった。 
 

20)支援対象者に対する支援を効果的に行うために必要だと思うこと 

※複数回答 

 
支援対象者に対する支援を効果的に行うために必要な事として、「関係機関との連携

強化」と回答した自治体が最も多く 368件（54.2％）、次いで「職場見学や就労体験先の
確保」と回答した自治体が 325件（47.9％）、「ケースワーカーの支援技術の向上」と回
答した自治体が 249件（36.7％）であった。 

とても効果

があった

12.4%

やや効果

があった

49.9%
どちらとも

いえない

22.5%

あまり効果は

なかった

7.4%

ほとんど効果

はなかった

2.2%

無回答

5.6%
N=679

36.5

36.7

6.0

9.9

54.2

47.9

22.7

31.2

5.4

1.2

0 20 40 60 80 100

自治体が実施する就労支援事業に従事する支

援者の支援技術の向上

ケースワーカーの支援技術の向上

自治体独自の事業の創設・充実

庁内連携の強化

関係機関との連携強化

職場見学や就労体験先の確保

個別求人開拓の強化

就職後の職場定着支援の強化

その他

無回答

（%）N=679
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20)a 支援対象者に対する支援を効果的に行うために必要だと思うこと（人口規模別） 
※複数回答 

■3万人未満   ■3～5万人    ■5～10万人   ■10～20万人   ■20万人以上 

    (N=103)   (N=134)        (N=190)     (N=119)  (N=131) 

 
人口規模別にみた、支援対象者に対する支援を効果的に行うために必要な事として、

「関係機関との連携強化」は、人口規模が大きくなるほど少なくなり、「職場見学や就

労体験先の確保」は、人口規模が大きくなるほど多くなった。 
 

22)ケースワーカーや就労支援員に対する就労支援に関する研修 

■ケースワーカーに対する研修 

 

 

 

 

25.2

40.8

7.8

12.6

63.1

38.8

17.5

23.3

2.9

3.9

0 40 80

自治体が実施する就労支

援事業に従事する支援者

の支援技術の向上

ケースワーカーの支援技

術の向上

自治体独自の事業の創

設・充実

庁内連携の強化

関係機関との連携強化

職場見学や就労体験先の

確保

個別求人開拓の強化

就職後の職場定着支援の

強化

その他

無回答

（%）

35.1

32.1

6.0

11.9

59.7

45.5

20.9

25.4

6.0

0.7

0 40 80

（%）

33.2

34.7

5.8

10.5

55.3

50.0

25.3

28.9

5.8

1.6

0 40 80

（%）

44.5

37.8

5.9

9.2

48.7

50.4

22.7

37.8

5.9

0.0

0 40 80

（%）

44.3

40.5

5.3

5.3

44.3

51.1

24.4

41.2

6.1

0.0

0 40 80

（%）

実施してい

る

16.3%

実施して

いない

82.9%

無回答

0.7%
N=679
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■就労支援員に対する研修 

 

 ケースワーカーが参加できる就労支援に関する研修について、「実施している」と回

答した自治体は 111件（16.3％）、「実施していない」と回答した自治体は 563件（82.9％）
であった。 
就労支援員が参加できる就労支援に関する研修について、「実施している」と回答し

た自治体は 81件（11.9％）、「実施していない」と回答した自治体は 591件（87.0％）で
あった。 
 
22)-1 ケースワーカーや就労支援員に対する就労支援に関する研修の実施内容 

■ケースワーカーに対する研修 

 

 

 

 

実施している

11.9%

実施して

いない

87.0%

無回答

1.0%

N=679

87.4

16.2

34.2

0.9

0 20 40 60 80 100

講義

演習

事例検討

無回答

（%）N=111
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■就労支援員に対する研修 

 

ケースワーカーの研修の実施内容としては「講義」が最も多く 97件（87.4％）、次い
で「事例検討」が 38件（34.2％）、「演習」が 18件（16.2％）であった。 
就労支援員の研修の実施内容としては「講義」が最も多く 59件（72.8％）、次いで「事

例検討」が 48件（59.3％）、「演習」が 14件（17.3％）であった。 
 

 

23)ケースワーカーの平均的な担当ケース数 

 平成 28 年度のケースワーカーの平均的な担当ケース数は平均で 76.4 ケースであっ
た。 
 
24)自治体の人口 

 
自治体の人口については、「３万人未満」が 103 件（15.2％）、「３万人以上５万人未

72.8

17.3

59.3

1.2

0 20 40 60 80 100

講義

演習

事例検討

無回答

（%）N=81

３万人未満

15.2%

３万人以

上５万人

未満

19.7%

５万人以上10

万人未満

28.0%

10万人未満20

万人未満

17.5%

20万人以上

19.3%

無回答

0.3%
N=679
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満」が 134 件（19.7％）、「５万人以上 10 万人未満」が 190 件（28.0％）、「10 万人以上
20万人未満」が 119件（17.5％）、「20万人以上」が 131件（19.3％）であった。 
 
25)自治体における高齢化率 

 自治体の高齢化率は平均で 30.3％であった。 
 
26)自治体における保護率 

 自治体の保護率は平均で 1.7％であった。 
 
 

(2) まとめ（ヒアリング調査に向けて） 
本調査研究においては、就労に向け準備が必要な者に対する効果的な支援のあ

り方についてとりまとめることを目的としている。そこで、ヒアリング調査の実

施やとりまとめを行うに当たっては、アンケート調査において「事業を実施する

上での課題」として多く挙げられた、「対象者を事業に参加させることが困難」、

「実施ノウハウが不足」、「支援期間終了後の次の段階への移行が困難」といった

課題に対する対応として、参考になるとみられる内容に特に着目することとした。

加えて、アンケート調査では、「支援対象者に対する支援を効果的に行うために

必要な事」として、「関係機関との連携強化」、「職場見学や就労体験先の確保」、

「ケースワーカーの支援技術の向上」が多く挙げられたことから、これらの内容

についても着目することにした。 
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第３章 ヒアリング調査 
 
１． 目的 
「就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題を

より多く抱える被保護者（以下、「支援対象者」とする）」に対する効果的な支援を行う

自治体に、その支援の実施内容や実施方法等をヒアリングし、他の自治体が支援を行う

上で参考になりうる情報を収集した。 
 
２． 方法 

(1) 調査の方法 
半構造化面接技法によるヒアリング 
対象とする自治体の担当者にヒアリングへの協力を依頼し、ヒアリング項目を記

載した「ヒアリング・シート」を事前に提出した上で、当日は、本庁の管理職及び

担当者、福祉事務所の管理職及び担当者（就労支援担当のケースワーカー含む）、

就労支援専門員、委託先事業所の支援担当者等に対して 60～90 分程度のヒアリン
グを実施した。 
「ヒアリング・シート」を以下に示す。 

 
図表 ４ ヒアリング・シート 

Ⅰ．支援対象者への支援事業について 
 支援対象者の決定方法について（決定までの手順・プロセス、決定にかかる
会議の有無・内容、決定に関する基準の文書化の有無、基準の具体的な内容

等） 
 事業の実施方法について（活動内容と活動上の工夫（支援対象者決定後から
支援実施を経て支援終了後のフォローに至るまでの流れ、支援対象者を事業

参加へと導くための工夫等）、支援メニューの設定方法、状態像（学歴や職

歴、受給期間、年齢等）に応じた支援内容変更の有無・内容、委託／直営の

別） 
 事業の委託／直営について（委託／直営の利点、委託／直営の課題、委託先
の選定にあたり気を付けていること・評価項目） 

 協力を得られる事業所について（連携内容、開拓方法、協力を得ることの利
点、協力を得る上での課題） 

 事業評価について（評価指標、評価の実施方法、評価結果の事業への活かし
方（事業の見直し等）） 

 被保護者就労支援事業、もしくは被保護者就労準備支援事業において支援を
実施している場合、その理由について 
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 （被保護者就労準備支援事業を実施している場合）生活困窮者就労準備支援
事業と一体的に実施する、もしくは実施しない理由について 

 他部門や他機関との連携について（連携先、連携内容、連携する上での工夫、
連携することによる効果、連携における課題） 

 ケースワーカーや就労支援専門員への研修について（研修内容、実施頻度、
参加者数（割合）、研修を行ったことによる効果、研修を行う上での課題） 

 事業を実施したことでの効果について（支援対象者／事業所等の地域の変化
等） 

 事業を実施する上での課題、人手不足下で就職が困難な要因と考えられるこ
とについて 

 他所へのアドバイスについて 
 

Ⅱ．自治体について 
 地域の産業の傾向、当該自治体の人手不足感（近隣自治体との比較等）につ

いて 

 
(2) 調査の対象者 
福祉事務所を設置する 902 自治体の生活保護主管課に対するアンケート調査で
得た回答内容について、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対して最も

活用されている支援事業（「生活保護受給者等自立促進事業」、「被保護者就労支援

事業」、「被保護者就労準備支援事業」）における事業成果（支援の効果、効果的な取

組等）及び事業構造（事業の実施方法や対象者の決定方法等）を総合的に勘案して、

他自治体の参考となりうると見られる自治体を 15 自治体選定した。なお、最も活
用されている支援事業、所在地、自治体規模（政令指定都市、中核市、一般市）が

偏らないよう留意した。 
 

(3) 調査の時期 
平成 29年 12月中旬～平成 30年２月上旬 
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３． 結果 
(1) ヒアリング対象自治体一覧 
ヒアリングの対象とした自治体の一覧は、以下のとおりである。 

 

図表 ５ ヒアリング対象自治体一覧 

 

 

(2) ヒアリング結果とまとめ【参考事例集】 
 
ヒアリングで収集した事例と考察をまとめ、次ページ以降の参考事例集を作成した。 

  

被保護者就
労準備支援
事業の実施
の有無

都道府県名 自治体名 自治体の種類 最も活用してい
る事業の運営
（委託／直営）

委託している場
合の委託先の
種類

被保護者就労
準備支援事業を
実施している場
合、生活困窮者
就労準備支援
事業との関係

ケースワー
カーの平均
的な担当
ケース数
（平成28年
度）

人口 高齢化率
（平成28年
度末現在）
（％）

保護率（人
口百人あた
り、平成28
年度末現
在）（％）

ヒアリング
ノート（掲載
ページ）

有 神奈川県 横浜市 1.指定都市 2.委託 ＮＰＯ法人 一体的に実施 92 20万人以上 23.8 1.9 P97

有 岡山県 岡山市 1.指定都市 2.委託 ＮＰＯ法人 一体的に実施 99 20万人以上 25.4 1.9 P100

有 岩手県 盛岡市 2.中核市 1.直営 単独で実施 88 20万人以上 25.8 1.7 P104

有 群馬県 前橋市 2.中核市 2.委託 民間企業 一体的に実施 88 20万人以上 27.9 1.2 P108

無 埼玉県 越谷市 2.中核市 2.委託 社会福祉法人 83 20万人以上 24.2 1.2 P111

有 大阪府 高槻市 2.中核市 1.直営 一体的に実施 106 20万人以上 27.6 1.7 P114

有 長崎県 長崎市 2.中核市 3.一部委託 民間企業 一体的に実施 114 20万人以上 30.2 3.1 P118

有 北海道 釧路市 3.一般市 1.直営 単独で実施 91
10万人以上20
万人未満

31.4 5.1 P121

無 福島県 会津若松市 3.一般市 1.直営 79
10万人以上20
万人未満

51.2 1.6 P125

無 埼玉県 上尾市 3.一般市 1.直営 92 20万人以上 26.1 0.9 P127

有 東京都 調布市 3.一般市 2.委託 民間企業
一部、試行的に

実施
105 20万人以上 21.3 1.3 P129

無 山梨県 南アルプス市 3.一般市 1.直営 75
5万人以上10万
人未満

25.6 0.5 P131

無 京都府 宇治市 3.一般市 1.直営 80
10万人以上20
万人未満

27.7 1.7 P134

有 東京都 A区 4.特別区 2.委託 民間企業 一体的に実施 109 20万人以上 21.1 1.5 P135

有 東京都 世田谷区 4.特別区 2.委託 民間企業 一体的に実施 120 20万人以上 20.1 1.1 P138
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【参考事例集】 

 

Ⅰ．ヒアリング協力自治体について 

 

*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

横浜市 

（神奈川県） 

■人口：3,733,084人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.9％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：92 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（NPO法人） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤2名（うち、専任者0名）、非常勤6名 委託先1法人 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

ケースワーカー、就労支援専門員、査察指導員の３者協議にて決定 

担当ケースワーカーが稼働年齢層等を考慮して、就労支援対象者をピックアップし、ケー

スワーカーごとに名簿を作成。名簿登載者全員について、ケースワーカーと査察指導員と

就労支援専門員による 3者協議を実施し、一般就労へ向けたハローワーク等を利用した

支援、就労準備支援事業の利用など、援助方針を検討する。就労準備支援事業の利用が妥

当と判断された者については、本人の同意を得たうえで正式に事業の支援対象者とする。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

岡山市 

（岡山県） 

■人口：709,188人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.9％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：99 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（NPO法人） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤4名（うち、専任者4名）、非常勤2名 委託先1法人 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援相談員が面接して決定 

就労可能な場合は、就労支援相談員が面接をして、「就労支援プログラム（就労支援事業）」

に登録され、プログラムに登録された者はどのプログラム（事業）において就労支援を行

っていくか決定する。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

盛岡市 

（岩手県） 

■人口：291,951人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.7％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：88 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

単独で実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤0名（うち、専任者0名）、非常勤2名 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

ケースワーカーが主導して決定 

就労にかかる阻害要因を地区のケースワーカーが収集した上で、長期間就労から遠ざか

っている者や就労経験が無い者で生活習慣から整える必要がある者をケースワーカーが

ピックアップし、就労支援相談員と協議して支援対象者とする。支援メニューは、ケース

ワーカーと就労支援相談員を中心に、必要に応じて査察指導員も加わる形で検討してい

る。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

前橋市 

（群馬県） 

■人口：338,226人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.2％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：88 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（民間企業） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤3名（うち、専任者3名）、非常勤4名 委託先1法人 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

担当ケースワーカーが支援対象者の選定を行い、支援の状況が分かるような資料を添付

した上で定期的に行われている「支援調整会議」のうち、支援対象者の決定時期に開催さ

れる回で議題に上げ、決定している。「支援調整会議」の参加者は、社会福祉課長、各査

察指導員、生活福祉係長、就労担当、就労支援専門員、担当ケースワーカーである。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

越谷市 

（埼玉県） 

■人口：340,645人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.2％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：83 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

無 

2. 就労支援事業の運営方法（委託先） 

委託（社会福祉法人） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

- 

4. 就労支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤2名（うち、専任者2名）、非常勤0名 委託先1法人  

5. 就労支援事業の対象者の決定方法 

マニュアルを活用したケースワーカーの判断 

ケースワーカーの判断で支援対象者を委託先の就労支援専門員につないでいる。その際、

ケースワーカーは「就労支援マニュアル」を活用し、病歴や職歴を踏まえ、支援対象者が

働けるかどうか、働けるならどの程度働くことができるのかどうかを判断する。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

高槻市 

（大阪府） 

■人口：353,563人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.7％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：106 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

直営 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤１名、非常勤１名 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援チームリーダーが調整 

対象者を担当するケースワーカーが、就労支援プログラム受付簿に希望する事業を記載

し、就労支援チームリーダーに対して支援対象者に関する資料一式を提出する。就労支援

チームリーダーが資料を確認し、どの事業で支援するのがよいかを判断し決定する（適

宜、担当ケースワーカーとの話し合いを行う）。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

長崎市 

（長崎県） 

■人口：426,631人（平成29年12月現在） 

■保護率：3.1％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：114 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

一部を委託（民間企業） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤0名（うち、専任者0名）、非常勤１名 

委託先の職員数 

常勤１０名（うち、専任者0名）、非常勤0名 委託先1法人 

※社会的自立支援員も支援に関わる 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援専門員が主導して決定 

就労支援専門員が対象者と最初に面接を持ち、どの支援につなぐのがよいかを検討する。

なお、支援対象者の掘り起こしについては、ケースワーカーから随時つなげられることに

加え、半年に 1度は就労支援担当の係で稼働能力がありながら就労収入の認定がなされ

ていない者をリストアップし、対象者担当の査察指導員やケースワーカー、就労支援員、

就労支援担当ケースワーカー、就労準備支援事業担当者などによる話し合いにより決定

している。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

釧路市 

（北海道） 

■人口：172,391人（平成29年12月現在） 

■保護率：5.1％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：91 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

単独で実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤5名（うち、専任者2名）、非常勤0名 

※自立生活支援員も支援に関わる 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

ケースワーカーが稼働可能な者に支援メニューを提示し本人の希望により決定 

担当ケースワーカーが就労に向け準備が必要と判断した者に対して支援メニューを紹介

し、本人が参加したいメニューを決める。就労支援を担当する係を決めており、当該係に

所属するケースワーカーについては、他のケースワーカーよりも担当ケース数を減らし

ている。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

会津若松市 

（福島県） 

■人口：121,941人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.6％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：79 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

無 

2. 就労支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

- 

4. 就労支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤0名（うち、専任者0名）、非常勤2名 

※日常生活支援員も支援に関わる 

5. 就労支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

担当ケースワーカー、査察指導員、就労支援専門員の３者での「選定会議」を生活保護の

新規申請段階で必ず行っており、生活保護受給を継続している者であっても、対象者本人

の状況が変わった際は随時「選定会議」での検討を行っている。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

上尾市 

（埼玉県） 

■人口：228,504人（平成29年12月現在） 

■保護率：0.9％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：92 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

無 

2. 就労支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

- 

4. 就労支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤21名（うち、専任者0名）、非常勤2名 

※健康相談員も支援に関わる 

5. 就労支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

福祉事務所長（部長）、次長、課長、査察指導員（全3名）、ケースワーカー（全18名）

が参加する「分析会議」において、事業対象者の選定について検討し、その内容を踏まえ

て就労支援専門員と支援の内容と開始時期を協議する。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

調布市 

（東京都） 

■人口：232,473人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.3％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：105 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（民間企業） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一部、試行的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤2名（うち、専任者1名）、非常勤0名 委託先1法人 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

ケースワーカーが病状照会を行うなどして医療的判断も考慮しながらアセスメントを行

っているが、ケースワーカーと就労支援専門員とで見立てが異なることもあることから、

「就労支援アセスメントシート」を用いて、両者でアセスメントを行っている。その内容

も踏まえ、「就労支援検討会議」において、支援対象者をどのような支援に結び付けるか

について検討している。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

南アルプス市 

（山梨県） 

■人口：72,086人（平成29年12月現在） 

■保護率：0.5％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：75 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

無 

2. 就労支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

- 

4. 就労支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤1名（うち、専任者0名）、非常勤0名 

 

5. 就労支援事業の対象者の決定方法 

ケースワーカー、就労支援専門員、査察指導員の３者協議にて決定 

就労可能と判断される者について就労支援専門員が面談し、「就労支援個人シート」を作

成する。これらの情報等を踏まえ、ケースワーカーと査察指導員と就労支援専門員の 3

者で話し合い、支援対象者とその支援方法を選定する。なお、「就労支援個人シート」の

内容は、経歴等、職歴、希望する勤務条件等、希望する就労内容、求職活動・就労にあた

って不安に思っていること等である。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

宇治市 

（京都府） 

■人口：188,029人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.7％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：80 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

無 

2. 就労支援事業の運営方法（委託先） 

直営（-） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

- 

4. 就労支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤1名（うち、専任者1名）、非常勤0名 

※組織図上の組織とは別に就労支援チームを作っている。査察指導員及び就労支援専門

員の他、本年度はケースワーカーが６名おり、さらに、庁内の生活保護システムを用いた

対象者の抽出や保存、担当者の人事異動等に伴う引継ぎをシステム上スムーズに行うた

めの検討等を行うAチーム、勉強会や見学等の外に向けたアプローチの検討等を行うB

チームに分かれている。 

5. 就労支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

「稼働能力判定会議」での判定を受け、支援対象者とその支援方針を決定するための「就

労支援検討会」を実施。検討会の参加者は、課長、副課長、全査察指導員、就労支援専門

員、担当ケースワーカーである。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

東京都A区 

（東京都） 

■人口：387,622人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.5％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：109 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（民間企業） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

委託先の担当者数 

常勤２名（うち、専任者１名）、非常勤1名 委託先1法人 

 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

「検討票」を用いたケースワーカーによる判断 

ケースワーカーが稼働年齢層の全員を対象に「検討票」を作成し、これらを判断材料とし

て、支援対象者の選定及び各種事業への振り分けを行い、決裁を経て組織的に決定する。

また、ケースワーカーが就労支援専門員や自立支援担当者とともに、どの事業で支援する

ことが適しているかを検討することもある。 
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*保護率は平成28年度末現在、担当ケース数は平成28年度の平均 

世田谷区 

（東京都） 

■人口：900,319人（平成29年12月現在） 

■保護率：1.1％ 

■ケースワーカーの平均的な担当ケース数：120 

1. 就労準備支援事業実施の有無 

有 

2. 就労準備支援事業の運営方法（委託先） 

委託（民間企業） 

3. 生活困窮者就労準備支援事業との関係（就労準備支援事業を実施している場合） 

一体的に実施 

4. 就労準備支援事業の実施体制 

自治体の職員数 

常勤5名（うち、専任者5名）、非常勤10名 

委託先の担当者数 

常勤9名（うち、専任者9名）、非常勤1名 委託先1法人 

5. 就労準備支援事業の対象者の決定方法 

就労支援にかかる会議を経て決定 

「就労検討会」において、就労可能な者についての類型をもとに、支援対象者や支援メニ

ューの方針を決定している。「就労検討会」の参加者は、就労支援専門員、ケースワーカ

ー、査察指導員、福祉事務所の就労支援係長、委託事業者である。また、就労可能な者に

ついての類型はケースワーカーが担当する支援対象者について行い、半年に一度見直し

を行っている。 
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Ⅱ．参考事例 

 

 ここからは就労に向け準備が必要な者に対する支援に関して、ヒアリング調査で

得られた参考事例をまとめています。記載している内容は、支援の「正解」を示す

ものではなく、各自治体の考え方、人口規模、活用可能な資源、生活保護受給者の

状況など、自治体により状況は様々であるなか、支援を行う上でのヒントとなる参

考情報として活用されることを目的として作成しています。 

 

 

 

 

 

 就労に向け準備が必要な被保護者に対する支援において、各自治体では趣向を凝らした

さまざまな支援が行われています。支援メニューの中には対象者と個別に行う面接相談な

どの他、講義形式のもの、ボランティア活動やグループワークといったグループ・ダイナミ

クスを活用するものもあります。また、就労体験や農業体験など、実際に「社会に出て働く

こと」を体験するものもあれば、対象者の「居場所」を提供するもの、支援を卒業した者を

講師に迎える「先輩授業」などもあります。 

支援メニューを提供するにあたり、さまざまな工夫もなされています。支援の実施方法や

支援メニューの組み立て方についても、自治体によって多様な考え方があります。例えば、

これまで支援の受け手であった対象者が、支援する側となる工夫をしている事例も見られ

ます。また、対象者と共に支援者が活動する場合には、対象者との関係性を構築しやすくな

ったり、対象者の特性や変化を身近に感じよく理解できるようになったりするという特徴

も見えてきます。 

※ 以降では、ヒアリング協力自治体の支援メニューをすべて網羅している訳ではありません。ヒアリン

グした内容の一部を紹介していますので、記載がある自治体以外でも同様の支援メニューが設けられ

ている場合があります。 

 

参考事例 

個別に行う支援 

■日常生活支援員による生活習慣改善のための支援 

 生活習慣の改善や健康管理は就労する上での基礎的な力であると考え、管理栄養士の

資格をもつ「日常生活支援員」が生活習慣改善のためのアドバイス（運動や食事に関する

アドバイス、服薬指導など）を行っている。（会津若松市） 

 

■健康相談員による健康支援 

 例えば一人暮らしの男性など、食生活や健康面で不安がある対象者の場合には、保健

 多様な支援メニュー （ⅰ） 
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師や看護師である「健康相談員」につないで、健康相談や生活改善に関するアドバイスを

行うなどして健康支援を行っている。（上尾市） 

 

■「生活記録」で対象者の生活を‘見える化’ 

 日常生活の自立に向けて対象者に「生活記録」を記入してもらっている。記録には就寝

時間や起床時間の他、起床時の気持ちを天気（晴れ、曇り、雨）で表し記入する。その他

にも、外出回数や会った人の人数なども記録する。記録する項目は、対象者の状況に合わ

せて柔軟に変更している。生活状況を見える化することで支援者が対象者の日々のくら

しを知ると同時に、対象者本人が客観的に生活を振り返ることが期待できる。（高槻市） 

 

■「会話カード」を用いた‘とっさの会話’の練習 

 人と話すのが苦手な人には、就労支援員が対象者に適したテーマを記載した「会話カ

ード」をランダムに選んでもらい、そのテーマにまつわるエピソードを１分間で話して

もらう。日常の会話で急に話題を振られるといったとっさの場面にも対応できるように

練習している。（高槻市） 

 

■面接同行による伴走型支援 

 対象者もしくは応募先企業の同意を得られない場合以外は、委託事業所の支援者が就

職の面接に同行する。また、支援者が面接に同席することで、面接時の受け答え等、対象

者本人でも気が付かないような細かな状況が分かり、不採用の原因を理解したり、次回

の支援に活かしたりすることができる。（調布市） 

講義形式 

■職場実習の前の「事前講座」の実施 

 必要に応じて対象者には職場実習の前に「事前講座」に参加してもらっている。参加者

は日常生活でのお金の使い方や洗濯の仕方、衛生面（手洗いの方法等）といった基礎的な

事柄についての講座を１カ月程度受講し学んでもらう。事前講座を実施する以前は、対

象者はすぐに職場実習に参加する形をとっていたが、対象者本人のことを十分に把握で

きていない中で実習中にトラブルがあった際にうまくフォローできないことがあり、も

どかしさを感じていた。また、実習先から、予め基本的なことを対象者に伝えた上で職場

実習に参加するようにしてほしいという要望もあった。（横浜市） 

ボランティア 

■日常生活の自立を目指すボランティアと就業体験的ボランティア 

生活リズムが乱れている等、日常生活の自立が必要な者を想定した「日常生活意欲向上

プログラム」では、週に１回、決まった時間にアトリエに通ってもらい雑巾縫いをしなが

らその場にいる人と話をして過ごしてもらうといったボランティアのメニューを用意し

ている。日常生活自立に課題がない者については「就業体験的ボランティア事業プログ
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ラム」を用意しており、介護施設での作業や市の動物園での作業など、仕事する手前の社

会生活が送れ、働くことに少し近づいて一歩踏み出せたと感じてもらえるようなメニュ

ーを用意している。（釧路市） 

 

■地域に根差したボランティア活動 

 例えば一人暮らしで家の中が散らかっている方を対象とした社会福祉協議会が行う片

づけボランティアに参加したり、地域の集まりがある際にお団子やおやつを作る、落ち

葉拾いをする、子どもに折り紙を教える、といったボランティア活動を行ったりしてい

る。面談の中で昔の得意分野や人と関わるのが好きといった特性を聞き、それが活かせ

るような形でボランティア活動に関わってもらう。（南アルプス市） 

 

■見守りが必要な対象者はボランティアに就労支援相談員が必要に応じて同行 

 複数あるボランティア活動先のうち、２箇所については特に受入れ人数を多めに設定

している。病中・病後の方や体に痛みを抱えている方、社会経験の少ない方、障害がある

と思われる状態の方が活動者には多いため、より手厚い見守りを行っており、開催日に

は必要に応じて就労支援相談員が同行するようにしている。（盛岡市） 

 

■自治体がボランティア事業所に登録 

 ボランティアでは市の資料館の清掃等を実施している。以前はボランティア活動を行

う際、対象者と共に市の職員が外部のボランティア団体の活動に参加する形をとってい

たが、個人情報保護の観点からボランティア団体側に対象者について説明できない部分

があることで活動しにくさを感じていた。よって、現在は市自体がボランティア団体と

して登録し、自主運営ができるような形に移行した。（長崎市） 

グループワーク 

■女性向けの「対話の会」、男性向けの「散歩の会」 

 対象者が就職する前に社会性を身に付けることを目的として、性別に応じたグループ

ワークを行っている。例えば女性の場合、女性の就労支援専門員が担当する「対話の会」

に月１回程度参加してもらう。対話の会では「言葉カード」を用意し、参加者が気になる

言葉を選んで話をしてもらう。常に相手を批判せず相手を受け入れる姿勢で話を聞くよ

うな場としている。男性の場合、月１回程度「散歩の会」に参加してもらう。参加するこ

とで生活リズムを整えたり精神的な安定感を得てもらったりすることをねらいとしてい

る。（越谷市） 

 

■講義とグループワークを組み合わせたジョブトレーニング 

 就職活動のノウハウやビジネスマナーを学ぶため、３週間のジョブトレーニングを行

っている。期間中の平日は朝から夕方まで毎日、講義やワークといったプログラムが予
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定されている。対象者の中にはメンタル面で課題を抱える方もおり、生活習慣や健康管

理、コミュニケーションといったテーマも使うことにしている。はじめは３週間を長い

と感じる対象者もいるが、参加することで次第に対象者の意識が変わっていく。就労に

特化したトレーニングはハローワーク等でも行われているため、「参加者が皆でワイワイ

できるような内容」になるよう心掛けている。修了式の前日には鍋パーティーを行う。

（世田谷区） 

 

■グループワーク形式でのセミナー 

 生活能力向上セミナーとして、ビジネスマナーや働くことの大切さを学んだり、自分

自身の癖について知ったりする機会を提供している。セミナーは個人でのワークではな

くグループワーク形式で行っており、これまで全く関わりのなかった対象者同士が、セ

ミナーを通して関わりができ、連帯感が生まれていく。（前橋市） 

 

■心理的アプローチを用いた「茶話会」 

 面談室の中で対象者と支援者が一対一で対峙すると閉塞感が出て支援が難しいと感じ

ることがある。よって、支援者がファシリテーターとなり複数の対象者が参加する「エン

カウンター（茶話会）」を実施している。茶話会では参加者に人とつながる意識を持って

もらい、心理的な変容を促せるようにしている。（世田谷区） 

 

■紙ヒコーキ飛ばし大会 

 講師のレクチャーを受けて紙ヒコーキを作り、会場に移動して紙ヒコーキを飛ばす大

会を開催した。あえて順位付けをして競争心を引き出すようにしており、周りから「すご

い」と評価されることで対象者の意識が高まることがある。参加者は、とてもよろこんで

いた。（世田谷区） 

就労体験・職場体験 

■「社会参加型の職場体験」と「就職につながる職場体験」 

 職場体験は大きく分けて２つ用意しており、社会参加を 目的とする‘居場所’的な職

場体験と、職場体験先への就職を目的とした、より仕事に近い職場体験である。社会参加

型の職場体験は社会福祉法人からの協力が得やすい。一方、就職につながる職場体験は

民間事業所の協力が必要であり、事前にどのような対象者であるかを丁寧に説明した上

で、受け入れ可能という事業所に受け入れてもらっている。（高槻市） 

 

■対象者と支援者が共に作業する「農業体験」 

 春から夏にかけて週に２回ずつ、対象者と支援者が一緒になって農作業を行っている。

「対象者の生活のリズムを整える」という目標で行っているが、対象者と支援者が共に

作業をしながら色々な話をすることで、対象者の考えを引き出すことが出来る点に支援
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者として効果を感じている。炎天下で一緒に大変な思いをしながら作業することは信頼

関係を築きやすい。（岡山市） 

 

■内職の活用 

 就労体験の一つとして内職を活用している。事業の委託業者が請負業者として契約し、

月に２～３週間は対象者が内職作業に参加できるような状況を作っている。事業所まで

出ていくことに敷居の高さを感じる対象者が参加できる就労体験のメニューを作りたい

と考えて始めた。中には「ここに来れば自分も人の役に立つことができる」と明るくなっ

た対象者もいる。内職作業の参加者は楽しくおしゃべりをしながら作業をしている。（岡

山市） 

 

■多様な職場体験先 

 職場体験の協力事業所には NPO 法人の牧場や県内に複数店舗を展開する大手スーパ

ー等がある。牧場では、動物と触れ合いながら活動したり花を植えたりと農作業のよう

なことをするが、生き物に関連する作業は、対象者にとって良い影響を与える印象を受

ける。また、県内の大手スーパーでは店舗が多くあり、そのまま就労に結びつくケースも

これまでにあった。（盛岡市） 

 

■オーダーメイド型の職場体験 

対象者が希望する事業所に職場体験の協力を依頼する取組を開始した。具体的には、対

象者に「ここなら働きたい」と思うような求人票を持ってきてもらい、直接その事業所に

就労準備支援事業の趣旨を丁寧に説明して協力を依頼し、オーダーメイドの企業開拓を

行っている。この場合、事業所から協力が得られれば職場体験の実施につながり、その

上、うまく行けば就職までつながっていく。既に開拓した事業所に対象者を何とか合わ

せようとするよりは、対象者が希望する協力事業所を開拓したほうがマッチングしやす

いと考えている。（高槻市） 

居場所 

■支援を卒業した者も参加できる「居場所」 

 週に 1回、委託業者のセミナー室を１時間開放して、対象者同士が自由に話したり新

聞を読んだりできるような「居場所」を提供している。毎回４～５名程度の対象者が参加

し、支援者も同席している。また、就労準備支援事業を卒業した人も自由に参加できる場

としている。「居場所」の中では参加者が互いに情報を共有したりして、同じ境遇の人同

士が話すことで互いによい影響を受けている。（岡山市） 

先輩授業 

■支援の卒業生がセミナー講師に 

 農業体験に参加することで就労意欲が高まり就職し、生活保護を受給しなくなった元
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支援対象者がセミナーの講師になり自身の体験談を他の対象者に話してくれる。このメ

ニューを始める段階では対象者同士が一体感を持って仲良くなることは想像していなか

った。（岡山市） 

 

■支援の卒業生がロールモデルに 

 元支援対象者との「体験者交流会」を行っている。例えば、過去に DVを経験したこ

とのある元支援対象者が「今は就職し生き生きと働いている」と経験談を語り、それを聞

いた同じような境遇にある対象者が「自分もこうなることができる」と思い前向きにな

ったというよい影響もうまれている。（前橋市） 

支援を行う上での工夫や効果 

■対象者を「個」から「集団」に移行する 

 一般的な支援の流れとして、まずはマンツーマンの面接を１クール（３か月）行った

後、同じ部屋に対象者が３名程度入る状況を支援者が意識的に作るなどして、他の対象

者との接点を作ることで徐々に対象者が小集団に入っていくように工夫をしている。対

象者が小集団に入るようになると、就労へと導きやすくなる。（岡山市） 

 

■特に準備が必要な対象者には直営で支援 

 就労に向け準備が必要な対象者の中でも、就労に対してより難易度が高い方について

は、就労準備支援事業の一部を直営で行っており、社会的自立支援員が支援を担当して

いる。清掃などのボランティアの他、体操や自己紹介といったグループワーク等を行っ

ている。（長崎市） 

 

■自立生活支援員がボランティア活動を調整 

 自立生活支援員がボランティア活動を担当している。自立生活支援員は協力事業所や

対象者との連絡調整役であり、対象者とは上下ではなく横並びの関係であることを大切

にしている。協力事業所からも職員までは伝わらないクレームを聞き取ることもできる。

自立生活支援員はボランティア先への同行や、協力事業所向けの説明会の運営等も担当

している。（釧路市） 

 

■対象者の状態像に応じたメニューを用意 

 生活リズムが乱れている等、日常生活の自立が必要な者を想定した「日常生活意欲向

上プログラム」、日常生活自立に課題がない者を想定したものに「就業体験的ボランティ

ア事業プログラム」、社会生活自立に課題がない者を想定したものに「就業体験プログラ

ム」を用意している。就業体験プログラムの後には就労支援事業に繋げていくことを想

定している。（釧路市） 
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■メニューを組み合わせたオーダーメイドの支援 

 支援メニューの組み立てについては対象者の状況に応じて行っている。具体的には、

支援者が個別のカウンセリング結果やワークの振り返りを行うことで対象者の体調や特

性を確認し、個々の状態像に応じて複数のメニューを組み合わせて対象者に提案してい

る。（前橋市） 

 対象者との面談の中で支援メニューについて説明し、本人が興味を抱いたものを確認

する。「パソコンを習いたい」、「室内でじっとしているのは嫌だ」といった本人の希望を

引き出すようにしている。本人の希望を参考にして既存のメニューを組み立て、オーダ

ーメイドでメニューを設定している。（岡山市） 

 

■対象者の課題に対してアプローチする支援 

 支援を行う際、対象者を状態像に応じて類型化するのではなく、対象者にどのような

課題があるか、それはすぐ解決する課題なのか、といった対象者の持つ課題に対してア

プローチしていくという考え方にシフトしている。課題に対してどのようなメニューを

用いてアプローチするのかという考え方にもつながっている。（世田谷区） 

 

■記録管理用ソフトを活用した支援内容の共有 

就労支援専門員が記録管理用のソフト（Microsoft Office Access）を用いて、日次で

支援活動を記録し関係者に共有している。支援者が不在であっても、担当ケースワーカ

ーが支援の内容や進捗を把握できるような仕組みづくりをしている。（前橋市） 

 

■求職状況管理台帳を活用した支援の進捗管理 

 求職状況管理台帳に対象者の求職活動状況を反映させることで、日々の就労支援の進

捗管理を行っている。実務の中で台帳を活用することで、対象者の状況を可視化するこ

とができ、ケースワーカーや査察指導員も対象者が今どのような求職状況なのかが一目

で分かり、組織的な管理が可能となる。（高槻市） 

 

■一箇所のボラティアや職場体験の結果だけで判断しない 

 ボランティアや職場体験は、一箇所の結果だけで対象者の状態を判断しないようにし

ている。仮に、ある場所ではうまくいかないことがあったとしても、もしかしたら対象者

に合わない場所だったのかもしれない。その場合は場所を変えて再度参加してもらうよ

うにしている。（盛岡市） 

 

■参加するメニューは対象者が選ぶ 

 どのプログラムからスタートするかは対象者が決める。状態像に応じてプログラムを
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組みそれに紐づくボランティア先を用意しているが、ボランティアの募集をかける前に

は、「状態像ごとの○○プログラム」という見せ方をせず、ボランティアのメニューを並

列で紹介するパンフレットを対象者に渡して説明する。場合によっては対象者の状態像

が想定している状態にまで至っていないこともあるが、基本的には本人の希望するもの

に参加してもらう。「行きたいところに行こう」という考え方をしている。（釧路市） 

 

■対象者にあった支援メニューを決めつけないように配慮 

 対象者に応じて必要と思われる支援メニューを勧めたりすることがあるが、支援者が

「この人にはこれが必要」と決めつけてしまうことで、本当にその人が参加したいこと

や必要なことを見誤ることが過去にあり、決めつけてしまう事の無いよう注意しながら

支援を行っている。（世田谷区） 

 

■支援者と対象者がともに活動することで見えてくることがある 

事業に参加するまで、発達障害等により能力の問題があっても、本人も周りもそれに気

が付かないまま無理をして生活してきた対象者もいる。本来であれば、より早い時期に

何らかのケアを受けるべきであった者である。支援の中で、同じ活動を対象者と支援者

が一緒にやってきたからこそ本人の状態がよく分かり必要な支援を検討できる。信頼関

係も構築されているため、発達障害といった受け止めがたい話であっても、対象者に伝

えるとストンと腑に落ちることがある。（盛岡市） 

 

■支援される側から支援する側に 

支援される側から支援する側に回るケースがある。具体的には、対象者の強みを生か

し、週に20時間程度の作業を委託する人や、月に４～５回、ストレッチの教室（講師）

をしている人もいる（ストレッチ教室の他にも、定期的な運動、生活の改善について話し

てもらったり、散歩に同行してもらったりしている）。これからも何かのスキルの高い対

象者がいれば登用していきたいと考えている。支援対象者の強みを引き出して、支援者

と近いところから就労を始めてもらおうという考えに基づいている。（岡山市） 

 

■ケースワーカーの稼働能力に対する意識の変化 

就労準備支援事業につながる人は、ケースワーカーがこれまでも就労支援を行ってき

たが、なかなか就職に至らなかった人が多い。しかし、就労準備支援事業に参加すること

で、対象者に自己肯定感が増す等、何らかの良い変化が現れ、中には、就職に結びつく人

もいることから、ケースワーカーに今まで働けないと思っていた人でも「この人は働け

るかもしれない」、「ひょっとしたらもっと対象者がいるかもしれない」という意識の変

化が見られるようになった。（高槻市） 
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■支援者が幅広い選択肢を示せるという利点 

支援者にとっても「やれることをやっていきましょう」という姿勢を示せるのが良い。

仕事を紹介するだけであれば「働けない」と言われればそれまでになってしまう。「面接

行きました、落ちました、だから私は働けないんだ」と言われたら、（準備事業等がなけ

れば）その対象者はずっと働かないままになってしまう。しかし、「面接に落ちても、ボ

ランティアはできますね。では、これをやってみましょう。」と言うことができる。（釧路

市） 
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 就労に向け準備が必要な被保護者を事業参加へ導くために、自治体では様々な工夫がな

されています。例えば、対象者を支援につなげる第一歩として、まずはケースワーカーに支

援内容を案内しよく理解してもらい、支援が必要な対象者を支援につなげてもらうことが

考えられます。また、「（１）多様な支援メニュー」でさまざまな支援メニューを紹介しまし

たが、一見「就労」とは結びつかないようなものであっても、対象者が興味を持って「やっ

てみよう」と思ったり、社会とのつながりを持つきっかけとなったりするような活動を支援

メニューの中に用意することも一つです。 

 中には就労意欲が低いと感じる対象者もいるかもしれませんが、意欲が低いため事業参

加が難しいと決めてしまうのではなく、対象者の意欲が低いと感じられる状態にいたる背

景に目を向けることも有意義と考えられます。例えば引きこもりの状態が続き、外に出てい

くことに不安を感じているために、支援者から見れば就労意欲が低いと感じられる場合も

あります。その場合には、支援の場に出ていくことのハードルをできる限り低くするような

工夫が考えられます。また、対象者の話をじっくりと聴き、寄り添いながら支援を続けてい

くことで就労へと結びつくことも考えられます。 

 

参考事例 

事業の周知 

■ケースワーカーへの周知 

 ケースワーカー向けの課内研修の中に、就労支援についての項目を設けている。研修

ではケースワーカーを中心メンバーとしたプロジェクトチームが作成した「就労支援の

手引き」を用いて講義を行っている。（高槻市） 

 「就労支援マニュアル」を用いてケースワーカーの就労支援に関する研修を行い、市で

実施する就労支援の内容を案内している。具体的には、事業の内容や、事業へのつなぎ

方、どういう方をつないでいくか等である。（越谷市） 

 

■ケースワーカーへの声掛けやアウトリーチ活動による支援メニューの周知 

 ケースワーカーに参加者はいないかと声掛けをしたり、関係機関をまわり、アウトリ

ーチ活動を行ったりしている。（世田谷区） 

 

■ケースワーカーから対象者への事業の説明 

阻害要因が無い稼働年齢層の方で事業に参加しようとしない方の場合、ケースワーカ

ーから、事業への参加や就職活動等を行うことの大切さをうまく伝えるようにしている。

 対象者を事業参加へと導くための工夫 （ⅱ） 
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ケースワーカーとの相性もあり、担当ケースワーカーが変わることで対象者の考え方や

意欲の変化が見られる時もある。（東京都A区） 

対象者の意欲を高める支援メニュー 

■社会参加を促すための習慣的な居場所作りを意識 

 管理監督型の支援では対象者の自尊感情を喪失させてしまい、就労意欲も低下させて

しまう。「あれはダメ、これもダメ」と言われ、指示されたことだけやっていると働く気

も沸かなくなり働かない理由を探すようになるものである。よって、すぐに就職に結び

つかないような準備が必要な対象者への支援においては、社会参加するための習慣的な

居場所作りをすることで、より就労しやすい環境を作るということが大切と考えている。

（釧路市） 

 

■健康相談が就労支援の場まで来てもらうことのきっかけに 

 対象者に就労支援の窓口まで来てもらうことが常々課題であると感じているが、健康

相談員による「健康相談」につなぐことで市役所まで来所してもらえることから、就労支

援の窓口にも来てもらうことにつながっている。（上尾市） 

 

■体験を通じた意欲の向上 

 農業体験を通して一緒に汗をかくことで、今まで働こうとしなかった対象者が、「早く

生保を脱却したい」という気持ちになり、ヘルパーの資格をとって就職し、最終的に保護

を脱却したことがあった。（岡山市） 

 

■対象者にじっくり寄り添う支援 

 長期間引きこもりの状態が続き、中学を卒業してからずっと社会経験がない 20代後

半の対象者がいた。最初は挨拶もできず、「自分がどうしたいのか」や「自分が今どのよ

うな状態なのか」について上手く言葉で説明できない状態であった。しかし、ボランティ

ア先を何度か変えてみたり、何度も本人と面談をして話しをしたりしながら、最終的に

は職場体験にまでつなげることができた。はじめの職場体験先での経験を通して、自分

の中に「自信」や「社会の一員」といった概念が確立してきたのか、次第に休まなくなり、

挨拶や会話もできるようになっていき、次の職場体験先にチャレンジしたところ、協力

先事業所に気に入られてそのまま就職して生活保護を脱却した。（盛岡市） 

 

■働くことの意味を一緒に考える 

就労意欲が低いように見受けられる対象者も多いが、一旦就職しても解雇されてしま

うのではないかと不安だったり、人と関わることが不安だったり、就労経験があまりに

も少ないので自信がなかったりと、色々な対象者がいる。まずは就労意欲が低い原因を

探るという意味で、就労支援専門員との面談や、ケースワーカーや査察指導員との話の
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中で、「なぜ就労しようとしないのか」、「求職活動をしないのか」といったことを聞くよ

うにしている。そこで、就労することの意味やメリットを説明し、対象者と一緒に考え

て、同じ方向を向くように心がけている。同じように支援を行っていた人で、現在はいき

いきと働いている人の例を伝えることによって、対象者の勇気ややる気等が出てくる場

合もある。（南アルプス市） 

支援に参加することのハードルを下げる工夫 

■外に出るのが難しい対象者は就労支援の支援者が家庭訪問 

将来的には就労可能と思われる対象者でも「支援の場」まで出てこられない者が少なく

ない。その場合は、就労支援員や社会的自立支援員が対象者の所に家庭訪問し、このよう

な事業があると就労支援についての説明をしながら顔合わせをし、まずは慣れていただ

くようにしている。支援員に慣れると支援の場にも出て来られるようになり、支援の場

に出て来ることに慣れるとまた別の場所に行くことができるという考えにのっとった進

め方をしている。（長崎市） 

 

■福祉事務所におけるインテーク面談の実施 

 支援開始にあたり、対象者とのインテーク面談は福祉事務所にて実施し、２回目以降

の面談は対象者に委託事業者の事務所まで来てもらい実施している（支援対象者の状態

に応じて訪問支援も実施）。初回の面談を福祉事務所にて行う理由は、最初から「委託事

業者の事務所まで行ってください」というのはハードルが高いからである。初回の面談

は、委託業者の支援担当者との顔合わせという位置づけでもある。（岡山市） 
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 就労に向け準備が必要な対象者への支援を直営で実施するか委託により実施するかは、

自治体によりさまざまであり、それぞれにメリットがあります。直営で実施することについ

ては、自治体の支援者と対象者、支援者同士の距離が近く密に連携できるといったメリット

が考えられます。一方、委託により実施することで、委託先の持つノウハウが活用できると

いうことやケースワーカーの負担が軽減できるといったメリットが考えられます。 

 事業を委託する場合には、目的に沿った事業が実施できるよう、自治体においてさまざま

な工夫がなされています。委託することにより支援が滞ったり不足が生じたりしないよう、

委託先との連携が密になるような工夫が見られます。 

 

参考事例 

直営で実施することのメリット 

■ケースワーカーや関係機関との密な連携 

直営で事業を実施することの利点として、ケースワーカーとの連携がうまくいくとい

う点があげられる。以前、事業を民間に委託していた時期もあったが、指揮命令系統にお

いて課題を感じた。その点、直営で事業を行うと、迅速な対応ができるというのが大き

い。さらに、直営という看板を掲げることで、庁内の関係課や庁外の関係機関との連携が

スムーズになり、話も聞いてくれやすく、協力も得やすくなる。（高槻市） 

 

■対象者との直接的結びつき 

事業を直営で実施することの利点は、対象者と直接関わることができるので、現在抱え

ている悩みや相談事等を直接聞くことができ、早期に関わって、問題解決の支援ができ

る点だと考えている。支援方法においても、対象者の状況を確認しながら変更したり、内

容を変えたりすることが可能となっている。（南アルプス市） 

 

■他の支援との一体的な実施が可能 

課内で生活保護と生活困窮を担当していることから連携は密に行っており、生活困窮

者の学習支援については生活保護受給者も活用している。生活保護世帯の中で学習支援

が必要な方（子ども）がいる場合、学習支援の支援員につなげる場合がある。日常生活も

関わりながら、必要に応じて負の連鎖を防ぐことにもなる学習支援につなぐことができ

るのは同じ課内であるからこそできる支援であり、直営のメリットであるとも考えてい

る。（会津若松市） 

 

 事業の直営による実施、委託による実施 （ⅲ） 
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■就労支援はケースワーカーの本来業務という認識 

被保護者就労支援事業を直営で実施する理由として、就労支援はケースワーカーの本

来業務の一環として捉えており、外部に委託してしまうとケースワーカーの業務から「就

労支援」が分離されてしまうと考えることもあり、直営で行うこととしている。（上尾市） 

 

■支援者同士や協力事業所との密な調整 

直営で支援を実施することにより、対象者に身近に感じてもらえることや、支援者同士

で密な調整ができることが利点である考えている。担当の就労支援相談員が受け入れ先

の事業所の話も聞くし、現場も見るし、対象者の話も聞く。中でも、事業所が困っている

ことが無いかも聞きながら事業所のフォローも行っている。そうすることで、事業所と

の良好な関係も維持できている。（盛岡市） 

委託して実施することのメリット 

■委託先の資源（施設・情報等）の活用 

委託先は、実績を多く持つ協同組合であり、その組織全体の社会資源を使って事業をし

てもらうことができる。例えば、県内各所に就労支援の関連施設や支援情報等を持って

いるので、それらの資源も活用しながら支援を行ってもらえており、また、他自治体で同

様の事業を受託していることから、そこでの取組や考え方を本市の事業にも反映してく

れるので、より多様性や柔軟性のある支援が可能になっている。（越谷市） 

 

■ケースワーカーの就労支援以外の業務の充実化 

委託することでケースワーカーの就労支援にかかる負担軽減につながったり、対象者

に合った求人開拓等ができたりするようになったので、委託したことのメリットは大き

い。（調布市） 

 

■委託先の具体的な支援ノウハウ 

現在の委託先が良いと判断した点は、支援実施の具体的なノウハウを持っているとい

う点である。（前橋市） 

委託のメリットは、委託業者の職員は就労支援に関する専門性を身に付けているため、

より専門的な支援が可能となる点である。また、ケースワーカーのすべきことが多くな

っているので業務負担の軽減にもつながる。（東京都A区） 

 

■求人開拓を重視した委託先 

事業所に入っていって求人開拓するということは自治体が自前で行うのが難しい。民

間企業には民間企業のルールの中で求人開拓をしてもらう方が良い場合がある。（世田谷

区） 
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事業を委託する上での工夫 

■自治体として大切にしているポイントを仕様に織り込む 

委託先は公募型プロポーザル方式で選定しており、３年間の長期継続契約となってい

る。市としては「一体的」、「連続性」を重要視しているため、それが実現できそうな事業

所を選んだ。委託先を選定する際には、自治体として大切にしているポイントを仕様書

等において明確に示すことが大切である。（長崎市） 

 

■委託先のこれまでの実績や事業に関する考え方を重視 

委託先の選定にあたり、生活保護受給者や生活困窮者への支援をこれまでにも行った

経験があるということも重視した。また、選定にあたっては、その業者が「どのような考

え方、視点を持って支援を行うのか」という点も重視した。提案書だけではなく、ヒアリ

ングの質疑応答の中で、この事業のどこがポイントであると考えるかといった質問をし

て、業者が置いている視点を確認するようにした。ヒアリングでは「このような事例があ

ったらどう対応しますか」と質問することもある。（岡山市） 

 

■委託先のスタンスを重視 

型にはめた支援をするのではなく、就労支援に入る前の準備として対象者それぞれに

個別に寄り添うような丁寧な対応を行うというスタンスの委託先を希望した。（横浜市） 

 

■事業の目的にあった委託先の決定 

市独自の事業である無料職業紹介で扱う事業所の開拓は企業を回って一般求人を取っ

てくるということに特化しているため、人材派遣業者が適任であると考え委託している。

他方、就労準備支援事業は、実習先を開拓してその事業所につなぐだけではなく、その後

も寄り添った支援を行う必要がある。よって、無料職業紹介で扱う事業所の開拓とはま

た別の動きが必要であり、委託先は寄り添い型の支援ができる事業所であることを重視

した。市では就労準備支援事業、訓練事業、無料職業紹介事業、ハローワーク、それぞれ

が職場実習の協力事業所や求人を扱っているが、事業が異なるため、それぞれ別のやり

方・委託先で協力事業所や求人事業所の開拓を行っている。その分手間もかかるが、その

事業に合った事業所を開拓できるというメリットがある。（横浜市） 

 

■プロジェクトチームによる仕様の検討 

事業の立ち上げにあたっては、福祉事務所の中でケースワーカー等からなるプロジェ

クトチームを立ち上げ、事業内容についての意見やアイデアを集めて検討した。その上

で委託する事業の仕様を検討した。（前橋市） 

 

 



78 
 

■委託先の決定におけるポイント 

委託先を決定するためのプロポーザルにおいてプレゼンテーションを行う際には、実

際に支援を担当する方に出てきてもらい、人となり等を見るようにするとよいと考える。

また、プロポーザルの審査員をどう選ぶかが重要であり、外部の方を審査員に加えるの

が良いと考えている。自治体内部だけで評価していると、どうしても採算性に目が行っ

てしまうため、さまざまな視点から支援の中身を見る方が良い。市では実際に、有識者や

ハローワーク職員、就労訓練の協力事業所、弁護士などが外部審査委員になっている。最

初は「これだけの人をこのように就職させることができる」といった実績数値を評価し

ていたが、現在は、担当者がうまく面倒を見てくれる人なのかといった点や、支援の中身

を見るようにしている。（世田谷区） 

 

■委託先との密な連携 

 委託先で支援を開始する際、対象者と委託業者との初回面談に担当ケースワーカーも

同行して引継ぎを行っている。また、１週間分の支援記録が委託先から担当ケースワー

カーに届くようになっており、随時、支援の状況を把握できるようになっている。さら

に、月に１回は就労支援担当の係のメンバーが委託先に打合せに行って業務の運営状況

を確認している。（長崎市） 

 委託先との情報共有は密に行っており、１か月半後ごとに、対象者本人、実習先事業

所、委託先、就労支援専門員もしくはケースワーカーが集まって振り返りを行っている。

（横浜市） 

委託業者は密に連携を図ってくれており、困難ケースがあった場合も委託先で勝手に

判断せず、その都度相談してくれる。これらの相談は、頻繁に電話や来所してもらって行

っている。また定期的に検討会議を実施している。自治体側として就職者数等の定量的

目標の達成に執着することなく、委託先側に数値目標の達成だけを強く求めるようなこ

とをしないこともあり、労力や時間の割に直接的な数字に結び付かないような支援も対

象者に寄り添い、地道に実施してくれている。（東京都A区） 

 

■チェック表による支援状況の確認 

 ３か月ごとに「チェック表」を用いて対象者本人と共に状況の確認をしている。委託業

者においては週に３～４回、支援担当者がケース検討会を実施しており、各対象者の支

援の状況と、今後の支援の方向性について話し合っている。その結果をまとめ、月に１

回、自治体に定期的に報告をしている。（岡山市） 

 

■委託先とケースワーカーが支援のゴールを事前に確認 

 支援を開始する際、ケースワーカーと委託業者の支援担当者の間で、１年間の支援を
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行った結果としてその対象者の出口（ゴール）をどこに設定するかを決めるようにして

いる。事業を始めた当初は、そのゴール設定をせず、支援を開始していた。そうすると

「いったいどこまで支援すればよいのか」、「ケースワーカーにお返ししたいけど、どこ

までしてお返ししてよいのか」ということが分からなくなってしまい、事業開始２年度

目から、初めにゴール設定が必要だということになった。対象者全員に対して就労をゴ

ールとしてしまうと、人によっては就労準備支援をやり続けるということになる。よっ

て、対象者によっては、就労以外のゴールも設定するようにした。‘自立助長の支援’と

してどの方向に向けて支援を行うのがよいのかという視点でゴールを検討するようにし

ている。（岡山市） 

 

■支援プログラム修了後の対象者の変化の報告 

委託事業者から、毎月、定期的に参加者個人ごとの状況報告を受けている。また、プロ

グラム開始から半年後に修了式が行われるが、その際にはプログラムへの出欠状況等の

実績が報告される。また、対象者の阻害要因や意欲がプログラム前後で測られレーダー

チャート化され実績として提出される。このような細かな評価によりプログラム開始前

後での意欲の変化が分かるようになっている。（前橋市） 

 

■委託先の就労支援の窓口を近くに設置 

委託先の就労支援の窓口を担当課のすぐ近くに設置しており、方向性の確認や対象者

との面談への同席など、緊密な情報共有や連携はできているので、委託していることに

よる距離感のようなものは感じない。（越谷市） 
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 就職相談会への参加といった関係部門や関係機関が行う支援の活用がなされていたり、

情報共有が行われていたりするなど、関係部門や関係機関との連携が行われています。また、

ハローワークの出張所が近い距離にあることで、対象者が就職活動を行いやすくなった例

もあります。 

 

参考事例 

関係部門との連携 

■産業部門の情報を対象者に案内 

産業部門が建設労働者の就職相談会などを行う際は、その案内を受けて対象者に紹介

したり、相談会に同行したりする場合がある。（岡山市） 

 

■若者・女性向けの就労支援所管部門との連携 

市の産業政策部署が所管している若者や女性の就労支援を行う施設が主催するバスツ

アーやセミナー等に、本事業の対象者が参加するといった形で連携している。施設の指

定管理者が本事業の委託業者と同じであったため、他部署とも連携しやすい状況なので

はないかと考える。（前橋市） 

 

■障害者支援課や健康増進課との連携 

対象者には、障害者支援課と連携して「中間的就労」を案内したり、子ども家庭課や子

ども保育課と連携して保育園の空き状況等を案内している。また、生活保護受給世帯に

高齢者がいる場合、介護認定を受けていない対象者もいるので、高齢福祉課と連携して

介護サービスを案内したりしている。さらに、日常生活支援員（地域福祉課所属）を配置

していることから、健康増進課とも連携しており、健康増進課では子どもがいる世帯へ

の家庭訪問も行っていることから、日常生活を整える意味合いで連携を図っている。（会

津若松市） 

 

■ネットワーク会議の開催 

生活困窮者関連で年に 1度、関係課や関係機関の課長級が集まって情報共有を目的と

したネットワーク会議を開催している。庁内からは福祉関係の部署から税や国保、水道

といった福祉以外の部署まで幅広く参加しており、また、庁外の機関も市社協や、ハロー

ワーク、若者サポートステーションなど５、６機関が参加している。会議では、就労支援

の取組等を紹介し、連携の必要性を呼びかけているため、連携が取りやすい体制が構築

 関係部門や関係機関との連携 （ⅳ） 
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できているものと考えている。（高槻市） 

 

■庁内の連絡会での情報交換 

庁内での連携として、障害福祉課、子ども家庭課、若者サポートステーションを管理し

ている産業振興課とは情報交換をしている。母子関係部門とは月１回、障害福祉部門と

は年１回の会議を行うこととしている。毎月開催している就労支援担当者間の会議であ

る「ハローワーク連絡会」では、ハローワーク、子ども家庭課、委託先、生活保護担当が

集まる。その連絡会では、まず生活困窮者について、次に生活保護でない母子家庭の方に

ついて、最後に生活保護受給者全般についての、対象者の状況や支援内容等の情報交換

を行う。そこで、母子世帯向けの制度や都の支援制度等、生活保護受給者も利用可能な支

援制度の情報等を共有している。（調布市） 

 

■生活困窮者向けの支援の活用 

ハローワーク以外の関わりとして、生活困窮者自立支援制度の中に「無料職業紹介事

業」があるので、そのネットワークを利用したり、職員のネットワークを活用して、その

職員の知り合いの事業所を紹介してもらう等がある。総合福祉相談課（生活保護主管課）

は、生活困窮者の支援も所管していることから、そこでのノウハウの活用も検討しなが

ら、それぞれ担当者が異なるものの、就労を含め、普段の業務から担当者間で連携を図っ

て支援を進めている。（南アルプス市） 

ハローワークとの連携 

■同フロアにハローワークの出張所を設置 

ハローワークの常設窓口を執務室に隣接して設置しているので、とてもよく連携が取

れている。このように隣接した配置は珍しく、この距離間により、リアルタイムで情報共

有を図ることができ、同じ支援の方向性で一体的な支援を行うことができている。（高槻

市） 

対象者との面談を行う部屋の向かいにハローワークのブースを設け、物理的にもすぐ

に求職活動が行える環境が整った。市と労働局との勤務時間は違っているが、市の勤務

時間にあわせてハローワークのブースを開けてくれている。以前は、市役所から遠く離

れたところにハローワークがあったため、対象者が行きにくいという状況があった。（釧

路市） 

対象者と面談する場所と同じフロアに、ハローワークの常設窓口がある。これは、支援

者にとっても密に連携が行え、支援対象者にとってもハローワークの端末を利用したり

相談をしたりしやすいため、都合がよい環境となっている。（盛岡市） 
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■ハローワークとの連携 

役所近くにハローワークの支所があり、生活保護受給者への支援を区と連携して実施

している。また、同じ建物内で社会福祉協議会が運営する 55歳以上の方への無料職業

紹介・相談窓口も行っている。（東京都A区） 

関係機関との連携 

■サポートステーションとの連携 

若者サポートステーションとの連携も行っている。対象者の同意を得られた場合には

事前にケース共有を行い、対象者に関する情報を伝え、こういう点に配慮が必要だとい

うこと、若者サポートステーションを利用するにあたってはこういうところを支援して

欲しい、といった情報も共有している。また、若者サポートステーションでの支援開始後

も情報共有を図っている。このように、小まめなやり取りを続けてきたことで、良好な関

係が築けている。（高槻市） 

 

■市主催の情報交換会の開催 

本年度末に、市内及び近隣地域の福祉事務所、就労移行支援事業所（Ａ型、Ｂ型）、就

労支援を行っている民間企業、NPO等を集めた、情報交換会を開催した。そうした場を

設けることにより、ネットワーク作りができたり、互いの事業内容等を知ることができ

たりして、より支援の輪が広がっていくのではないかと考えている。（宇治市） 

 

■男女共同参画センターとの連携によるシングルマザー向け就労相談会 

自治体としての規模が大きい為、色々な所管が色々な事をやっている。それぞれの機関

で、他機関の利用者でも使えるメニューがある場合の、相互に利用しあえるような関係

作りなど、他部門や他機関と連携した取り組みを進めている。例えば、男女共同参画セン

ターと共同でシングルマザー向け就労相談会を開催したりしている。その際は、委託事

業者が開拓した求人に加え、マザーズハローワークから求人を提供してもらった。（世田

谷区） 
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 職場見学や就労体験等を実施するにあたり、事業所からの協力は必要不可欠です。協力の

得られる事業所を開拓するにあたり、事業の趣旨を丁寧に説明したり、実際の現場を見に行

ったりと、さまざまな工夫がなされています。中には商工会議所と連携して協力事業所を開

拓する例や、協力事業所の理解が得られることであらたな協力事業所を紹介してもらうと

いう広がりが生まれている例もあります。 

 事業所から協力を得ながら事業を進めていく上でいくつかのポイントがあります。謝金

や委託料を支払ったり保険を掛けるなどして協力関係を明確にし、目的にかなった支援が

実施できるよう工夫する例もあります。協力事業所を細やかにフォローすることで共に支

援を作り上げ、対象者が目指すところに向かいやすい環境を整えることも有意義であると

考えられます。 

 

参考事例 

協力事業所の開拓における工夫 

■商工会議所と連携した協力事業所の開拓 

協力事業所募集のためのチラシを作り、市の商工会議所の会員向けの会報誌に同封し

てもらい加入企業にチラシを送った。これは、産業振興課を通じて商工会議所に依頼し

てもらい実現したものである。（高槻市） 

 

■協力を申し入れてきた事業所との連携 

運送業の民間事業所からも仕事を紹介してもらっている。その事業所は市の窓口まで

担当者が来てくれて、生活保護受給者や生活困窮者についての特徴や傾向等、なかなか

すぐに仕事をすることは難しいということを説明し、それらを理解してもらった上で、

事業所での受け入れを始めてもらった。（越谷市） 

 

■協力事業所が新たな協力事業所を紹介するという広がり 

40社程度の協力事業所がある。最初はほとんど委託事業者が別の事業で契約している

事業所など、これまでに取引があった事業所であったが、今は、協力事業所が新たな事業

所を紹介してくれるという流れが出てきており、広がりを見せている。（岡山市） 

 

■事業所に対する事業についての丁寧な説明 

協力先の事業所には、就労準備支援事業についてよく説明し、福祉的な事業であること

の理解を得た上で協力をいただくようにしている。（盛岡市） 

 職場見学や就労体験等の協力事業所の確保、連携 （ⅴ） 
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■委託業者による事業所の開拓 

就労体験等の協力事業者の開拓は委託事業の仕様に含まれており、委託業者が実施し

ている。委託業者の中で企業開拓専任のコーディネーターが配置されており、コーディ

ネーターが企業に訪問して事業内容の説明を行い、求人・ボランティア・企業見学・就労

体験の協力についての理解を得ている。（前橋市） 

 

■協力が得られる事業所の情報収集 

会合やフォーラム、勉強会などに出かけていき、協力が得られる事業所の情報を得るよ

うにしている。また、求人開拓として回った先でも、協力が得られる事業所かどうかや、

受入体制があるかどうかを見ている。（世田谷区） 

 

■事業所の現場を確認することの大切さ 

事業所の現場の確認がとても大切であり、トップが OKを出しても、現場が受け入れ

NGというケースもある。協力を得るに当たり、現場の理解が得られているかを確認する

ようにしたり、実際の現場を見て雰囲気を見たりして、事業所を選んでいる。（世田谷区） 

協力事業所の開拓にあたっては、担当者が事業所まで出向いて事業や制度について丁

寧に説明するようにしている。話していると、実はその職場には引きこもりだった人や

コミュニケーションが苦手な人が働いているという情報が得られることもあり、そうい

う話が聞けると対象者ともマッチングしやすいと感じる。実際の作業現場も見せてもら

って、働いている年齢層も見る。また、挨拶したときに職場の人達からも挨拶を返してく

れるかどうかを見る等、会社の雰囲気も確認している。（高槻市） 

協力事業所との連携における工夫 

■協力事業所への謝金 

職場体験先には一人につき１日 2,160円の委託料を市から事業所に支払う形で年度

ごとに契約を結んでいる。（盛岡市） 

 

■協力事業所への謝金及び保険 

1人につき１日3,000円の謝金を協力事業所に支払っている。謝金は不要という事業

所もあるが、謝金を用意できることで、民間事業所に対しても話をしやすい。（高槻市） 

 

■保険 

職場体験に際しては、参加者に傷害保険と損害賠償保険がセットになった保険をかけ

ており、事故等が発生した場合に備えている。（高槻市） 
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■協力事業所との委託契約 

協力事業者へは委託契約を結び委託料を払っている。ボランティアに参加した対象者

の管理や対象者の活動内容の報告をしてもらうためそのような形にしている。毎年、協

力事業所に集まってもらい事業の趣旨を説明しており、ボランティアにずっといること

が目的なのではなく、働けそうかどうかというアセスメントをするということも視野に

入れて対象者を受け入れてほしいと伝えている。（釧路市） 

 

■協力事業所への丁寧なフォローにより支援を共に作り上げる 

職場体験では、３か月の中で段階を踏んで徐々に負荷を増やしていくよう、事業所にお

願いしている。就労支援相談員も対象者の状況を細かく把握するよう心掛けており、ま

ずは「対象者はこの段階からスタートできます」ということを事業所に伝えてスタート

してもらい、問題なくできている様子であれば「増やせる仕事はないか」や「勤務時間を

もう少し長くしてもらえるか」と適宜、活動内容を変更してもらうよう働きかけている。

受け入れ先となる事業所には、対象者がこれまでどのように生活してきたかが分かるよ

う成育歴や生活歴をまとめた資料を渡し、対象者は今どの段階にあってどういう挑戦を

したいと考えているかを伝える。その上でまず始めやすいラインを決めて、職場体験が

始まる前に事業所と対象者と就労支援相談員との三者で一度面談をして確認を取り進め

ていく。職場体験においてトラブルがあると支援が成り立たなくなるため、特に事業所

担当者との連絡は密に行うように心がけており、月に最低一回は訪問し、対象者の状況

や事業者側として困っていることがないかといった点を細やかに確認するようにしてい

る。（盛岡市） 
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 ケースワーカーや就労支援専門員の支援技術を向上するために、OJTや事業所の見学、

手引きの作成といった独自の取組を行う自治体があります。 

 

参考事例 

ケースワーカーや就労支援専門員に対する自治体独自の取組 

■就労支援対象者選定の場及び就労支援担当ケースワーカーによる支援を利用したOJT

によるケースワーカーの支援技術の向上 

就労支援対象者の選定はケースワーカーが随時選定すること以外に、担当ケースワー

カーと査察指導員、就労支援を担当する係の係長、就労支援事業担当者及び就労支援員

が協議により行っている。また、担当ケースワーカーのみの支援では困難だと判断され

る就労支援対象者には、その対象者を担当するケースワーカーと就労支援担当ケースワ

ーカーがペアになり一緒になって就労支援を行っている。以上の取組を行うことで、就

労支援の機能への理解が進むのみならず、就労支援以外のケースワークの方法について

も理解が進むようになっている。なお、就労支援担当ケースワーカーは毎年度対象者を

変更することとしており、多くのケースワーカーが OJTを受けるよう工夫している。

（長崎市） 

 

■協力事業所見学会の実施 

年に数回、査察指導員、就労支援専門員、ケースワーカーで、協力事業所を訪問し、見

学や情報交換等を行っている。それにより、説明資料を読んだだけでは分からないよう

な、各事業所の違いや強み等を深く知ることができるとともに、対象者の掘り起こしや

対象者を事業に参加させる上で効果があると感じている。（宇治市） 

ケースワーカーと就労支援専門員向けに職場実習先の見学会を数回行い、実習先で直

接話を聞くような機会を設けた。いくら説明を聞いてもイメージが沸かないが、職場実

習先の見学に行くと事業のイメージが沸くという話を聞く。実際に、見学会の後、積極的

に事業を活用するようになったケースワーカーもいる。（横浜市） 

 

■プロジェクトチームによる「就労支援の手引き」の作成 

「現場の声が大事である」という課の方針に基づいて結成された、ケースワーカーを中

心とするプロジェクトチームが「就労支援の手引き」を作成した。各ケースワーカーが就

労支援の基礎を習得し、就労支援に対する共通のイメージを持つことが出来るよう活用

している。また、課内研修にも「就労支援の手引き」を活用し、新人ケースワーカーのス

 ケースワーカーや就労支援専門員の支援技術向上（研修等） （ⅵ） 
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キルアップに取り組んでいる。（高槻市） 
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 就労に向け準備が必要な対象者への支援が終了した後、就職活動や就労へと対象者を導

くためにさまざまな工夫や考え方が見られます。例えば、支援開始から就職後のフォローま

での一連の支援を同じ担当者が連続して行うよう事業を構成し、切れ目なく支援できる仕

組みにする例もあります。また、複数の支援メニューや事業を組み合わせることで対象者を

就労へと導く例や、対象者を変えようとするのではなく対象者にあった求人を探すという

例もあります。 

対象者の就労については、独自の求人紹介事業を行う例や、就労準備支援事業や就労支援

事業において求人紹介に力を入れる例があります。対象者専用の求人紹介を行うことで、一

般の求人紹介と比べ、より対象者の特性や背景に理解のある事業所への就労が可能となっ

たり、対象者の状況にあわせて労働条件を柔軟に調整できたりすることが考えられ、就労率

のみならず就職後の定着率も高まることが考えられます。また、対象者が就職した後も連絡

をしたり就職先の事業所を訪問したりして、職場定着への支援を行う例もあります。 

 

参考事例 

事業や支援の考え方 

■支援開始から就職後のフォローまで一体的で切れ目のない支援 

就労支援員との面談を支援のスタートと位置付けており、就労支援員が対象者と必ず

最初に面接をし、どの事業で支援を行うのがよいかを検討する。就労に向け準備が必要

な対象者には就労準備支援事業のメニューにより支援を始めたのち、求人を紹介するな

どして就労支援事業に移行する。就労準備支援事業の一部と就労支援事業は同じ民間事

業所に委託しており同じ担当者が支援をおこなっているため、就労支援事業への移行は

スムーズで、移行した後でも求職活動をする上でノウハウとして生かせるメニューがあ

れば、就労支援事業のカリキュラムの中で復習という位置づけで就労準備支援事業のメ

ニューに参加してもらうなど、柔軟に対応できるようにしている。さらに、委託している

就労準備支援事業や就労支援事業につながった対象者は、そのまま就職まで支援するこ

とにしており、委託業者が対象者にあった就職先を用意し、オーダーメイドの求人紹介

を行っている。委託業者の中にはカウンセラーと共に求人開拓員がおり、対象者と一緒

に話し合う中でどのような職に就きたいのかを明らかにし、その希望にあった求人を求

人開拓員が探すような仕組みになっている。就職者への定着支援も行っており、就職後

３か月間は担当カウンセラーが対象者に連絡をするようにしているため、就職後の定着

率も高い。就労支援事業や就労準備支援事業を通して培ってきた対象者と支援者とのや

り取りを最後まで中断することなく続けていける。（長崎市） 

 支援期間終了後の次の段階（就職活動や就労）への移行への対応 （ⅶ） 
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■複数のメニューや事業を組み合わせた支援 

一定期間支援しても次の段階（求職活動や就労）に踏み出せない対象者については、疾

病や障害といった阻害要因が無いことを確認した上で、本人と話し合い、別のボランテ

ィア先や職場体験先も経験してみましょうと提案していくようにしている。現在の居場

所となっているものをすべて取り払う事に不安がある場合は、例えば、「現在の（ボラン

ティアや就労体験の）活動場所を週に１度は残しておいて、別の場所での活動を週に１

度入れてみましょう」という提案の仕方をする。体力的にも体調的にも問題ない場合に

は、就労支援事業と併用して支援を行うこともある。（盛岡市） 

 

■つながる場所を用意した上で支援の卒業も検討 

就労準備支援事業の中で着実に就職に近づいていく対象者と、支援に参加すること自

体が自分の仕事のように感じる対象者とがおり、支援する側としても、ある程度見分け

るように気を付けている。対象者の中で就労ではなく支援に参加すること自体が目的に

なっている場合は、支援開始から１年が経過したところで支援を卒業するということも

ありうる。卒業した後に別の支援につながらない人もいるため、その受け皿として、卒業

生も参加できる「居場所」を提供している。（岡山市） 

 

■中間的就労の活用 

就労準備支援事業の終了後は一般求人での求職活動に移れる対象者とそうでない対象

者に分かれることが課題であると考えている。その解決策として、従来は就労訓練事業

が使えるのは生活困窮者だけであったが、来年度以降、段階的に生活保護でも就労訓練

事業を使えるようにしていきたいと考えている。現在の就労訓練事業は「非雇用型」が多

いが、今後は「雇用型」の事業所も増やしていきたいと考える。（横浜市） 

 

■対象者の能力を活かした自立がゴール 

 フルタイムの正社員での就労に結び付かなくとも、生活リズムや身なりが整ってきた

り、生活が安定してきたりといったケースもあり、支援のゴールは対象者それぞれで異

なるので、その方の能力を活用した上での自立を促すような支援ができればよいと考え

ている。（東京都A区） 

 

■対象者がありのままでも受け入れてくれる事業所を探す 

現在は、対象者の課題を直して就職に近づけようという考え方から、対象者がありのま

までも受け入れてくれる事業所を探そうという考えに変わりつつある。対象者を変えよ

うとするのではなく、支援の中で対象者のどこに課題があるのか、どのような課題を理

解してくれる事業所であれば受け入れてもらえるのか、どのような働き方なら対象者は
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やっていけるのかということを見極めながら理解してくれる企業を探すというやり方を

とらないと、就労に結びつかない方が増えている。（世田谷区） 

求人紹介 

■無料職業紹介事業による求人紹介 

自分で履歴書を持って応募するのは難しいのではないかと思われる人については無料

職業紹介事業（市独自の事業）を利用して本人の希望に合いそうな事業所の見学に連れ

ていく。そこで対象者が「働けそうだ」と思ったら、後日面接したり、場合によってはそ

の場で面接が始まることもあったりする。対象者と共に支援者が同行し手厚くサポート

している。無料職業紹介は福祉事務所が実施しているもので、市を無料職業紹介事業所

として登録している。無料職業紹介事業の求人には短い時間の仕事が多く、基本的には

ハローワークの求人と重複しないようにしている。無料職業紹介事業に登録している事

業所は、紹介する人が生活保護受給者だということを分かっている状態であり、ある程

度の融通を利かしてもらうことができる。例えば、最初は事業所から週に 5日、フルタ

イムで勤務できる人が欲しいと言われていても、こちらから「半日だけなら働きたいと

言っている人がいる」と言えば調整してもらえたりする。本人の要望に応じて相手先に

合わせてもらうことができる。（釧路市） 

 

■事業の中でのマッチング業務 

事業を委託している先ではマッチングも行っており、就職が決まった後も、定着支援と

して、就労支援施設での定期的なカウンセリング及び電話連絡によるフォローを実施し

ている。また、委託先の担当者が対象者の就労先への企業訪問を行い、企業担当者に就労

状況等のヒアリングをしたり対象者の働く様子を確認したりして、対象者が働く上での

課題を早期に発見し解消できるようにして離職につながらないように対応している。こ

のようなフォローをしているからか定着率は高い。就労準備支援事業においては、「求人

開拓を担当するコーディネーターが業務内容の細分化や企業見学・就労体験等を実施す

ることで、対象者と企業の認識のズレや早期離職を防ぐ効果が期待できる」といった企

業側のメリットを粘り強く説明することで、協力が得られることに繋がっている。正社

員の方がやらなくても良いことを業務分解し、その仕事を最低賃金の中で１日３～４時

間のパート就労等でやらせてもらい、少しずつ体を慣らした上で就労できるような仕組

みを作り始めている。（前橋市） 

定着支援 

■対象者への連絡によるフォロー 

定着に向けた取組として、就職後には定期的に連絡を取っており、対象者が仕事中等で

連絡がつかない際は、留守番電話を残すことで対象者の都合のよい時に折り返しの連絡

をもらい、その時々の状況を知らせてもらっている。前もって、就職後も連絡するのでそ

の際は様子を教えてほしいと伝えており、また、電話に出られる時でよいとも伝えてい
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るので、仕事の休み時間等の対象者の都合のよい時に折り返しをもらっている。就職先

の事業所に直接訪問するわけにはいかないので、対象者本人と連絡を取り合っている。

（南アルプス市） 

 

■就職先事業所への訪問によるフォロー 

就職後のフォローアップとして、就労支援専門員が事業所側と対象者と調整をした上

で、事業所訪問を行うことがある。その場合は、就職してからあまり長い期間を置くこと

なく、就職後１か月以内に訪問することにしている。（会津若松市） 

 

■対象者との面談によるフォロー 

就職して１か月後に、対象者が今どのような状況であるか、仕事を続けていけるかどう

かの確認のために面接を行うこととしている。就職が決まらず、長期間就労支援の面接

に来ており信頼関係が構築されていた対象者が多いこともあって、就職後の面接に来て

くれる対象者は多い。また、生活保護が廃止になった対象者で、就労支援窓口に来てくれ

る方もいる。（上尾市） 

 

■多様な方法でのフォロー 

委託業者はもともと職業紹介事業者として民間企業とのつながりが強く、委託事業所

から企業に電話連絡をして対象者の状況や困っていることを聞いたりしている。対象者

は就職後も委託事業所に来所することもあるので、その際に課題について話し合ったり

している。また、企業に訪問して対象者を励ましたり、対象者に対する企業の評価を聞い

たりするなど企業訪問も頻繁に行っている。定着支援の期間は３か月であるが、１週間、

１か月、２か月、３か月のスパンで支援を行っており、足繁く企業に訪問してパイプ作り

を行うことで、今回就職した方が離職したとしても、次に繋げることができている。（調

布市） 
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 事業を評価するにあたり、対象者が事業に参加することでおきたプラスの変化を定量的

に評価することは簡単ではありませんが、対象者の事業への参加率や就職率を確認する以

外にも、参考になる指標を応用したり、チェック表などのツールを用いて対象者の変化を確

認したり、定性的な評価を実施する例があります。 

 

参考事例 

事業の評価にかかるアイデア 

■SROI（社会的投資収益率）の活用 

参考として、SROI（社会的投資収益率）を活用している。分母には実際にかかったお

金（市の人件費や委託費など）を置き、分子には対象者が得られた効果（勤労意欲が出

た、生産活動に貢献できた等）を架空で金銭換算したものを置いて、割り算して１を超え

れば効果が出ているという考え方。（釧路市） 

 

■チェック表を活用した対象者の状態の変化の確認 

財政効果までは測れないが、対象者一人ひとりの状態については、「訪問による面談」

から「就職等進路決定」までを 10の段階に分けて確認するチェック表を用いて対象者

の変化の状況を確認している。このように、一人ひとりの変化は確認しており、無駄な事

業でないということは担当者の中ではよく分かっている。ただ、それを数値にするのは

難しい。（岡山市） 

 

■事業開始前後の対象者の変化を確認 

支援終了時には出欠状況や就活基礎知識習得度（セミナー受講率や、履歴書作成状況、

PCスキル習得状況を確認）、社会性回復度（ボランティアや、企業見学、就労体験など

の参加回数を確認）が委託業者から報告される。また、対象者の阻害要因（身体、精神、

脳機能、知能、性格、環境）や意欲（自己肯定感・効力感、生活能力、協調・協働、姿勢、

社会適応力、就労意識）をプログラム開始前後で５段階評価し、レーダーチャート化され

実績として提出される。このような細かな評価により、プログラム開始前後での意欲の

変化や、担当ケースワーカーが把握できていない阻害要因を知ることができる。（前橋市） 

 

■多面的な定性評価の実施 

「参加者の意欲の変化」については、基準表等で明記はされていないが、ケースワーカ

ー、査察指導員、就労支援専門員の３者の話し合いにより評価している。評価内容として

 事業の評価 （ⅷ） 
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は、目標とする期間を定め、期間終了の頃に再度話し合いを開き、支援方法等について検

討し、目標が実現できたのかどうか、課題は何であるか等を話し合う機会を持っている。

（南アルプス市） 
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 就労に向け準備が必要な対象者への支援を行う上で、他の自治体でも有用になりうるの

ではないかという取組や考え方等について、以下のような声が聞かれました。 

 

参考事例 

■ケースワーカーの意識の重要性と仕組みづくりの重要性 

ケースワーカーの役割はとても重要である。対象者のことを一番理解しているのがケ

ースワーカーなので、ケースワーカーが就労支援対象者を捕捉できなければならない。

そのためには、ケースワーカーが就労準備支援、就労支援が大切な役割を担うという意

識を持つことが一番大事と考える。仮に素晴らしい支援メニューがあったとしても、対

象者がつながってこなければ意味がない。ただし、上記のようなケースワーカーの意識

任せでは難しい面があるので、求職状況管理台帳のように対象者を把握し、組織的に管

理する仕組みづくりが大切である。また、就労支援メニューについては、ケースワーカー

の就労支援に対する意識が高まってくると、「対象者にこういうことをやってほしい」と

いった声が現場から上ってくるはずであり、本来そうあるべきと考える。「こういうメニ

ューがあるから、こういう対象者をつなげてください」というのは、矢印が逆であるよう

に思う。（高槻市） 

 

■「対話の会」や「散歩の会」 

「対話の会」や「散歩の会」の取組は、効果が高いと感じている。個人を尊重すること

や、自己肯定感を高めること、他者の発言を通じて自己理解を深めるなど、高い効果を生

んでいる。（越谷市） 

 

■就労支援員の見立ての重要性 

ケースワーカーが就労支援に送り出した後は、就労支援員がどのような支援を行うの

が良いかを検討してくれる。就労支援員としてはシュートを決める（就職を決める）とい

う点に魅力を感じるということもあるかもしれないが、トスの存在にもなってくれて、

「このような支援をするのが良いのではないか」といった良いボールを出してもらえる。

ハローワークや業務委託などといった器を用意することは大切であるが、実は直営で行

っている部分の工夫が無ければ成り立たないと考える。（長崎市） 

 

■ケースワーカーのモチベーション向上 

就労支援に際しては、制度等を整えることはもとより、まずは支援に携わるケースワー

 他の自治体で有用になりうる取組や考え方の例 （ⅸ） 



95 
 

カー自身のモチベーションを高く維持することが、対象者の掘り起こしに始まって、困

難の中でも就労に結びつけるまでの地道な取組を続ける上で、重要と考える。（宇治市） 

 

■無料職業紹介の大きな役割 

無料職業紹介はとても大きな役割を果たしていると感じている。無料職業紹介では対

象者にまず見学に行ってもらうので、「こんな仕事とは思っていなかった」といったミス

マッチがなくなり、離職する割合も減っていく。（釧路市） 

 

■日常生活支援員による支援 

生活保護受給者の中には、働こうとする意欲の問題以前に、生活習慣病を理由として働

けない方もいる。そのような方に、日常生活支援員がアドバイスすることで、生活習慣を

改善させるきっかけとなって病状の改善も図られていくことになると、就労に際しての

一定の準備が整うことにつながると考える。（会津若松市） 

 

■対象者のブレにあわせた支援実施の重要性 

支援をするにあたり、アセスメントをして支援計画を作り実行していく訳だが、支援者

は自分が作ったストーリーの通りに支援するのではなく、対象者の「ブレ」に合わせた支

援を行うことが大切であると感じている。（岡山市） 

 

■対象者を状態像にあてはめないことの重要性 

就労準備については、「事業の対象者はこういう人」と状態像を示してあてはめていく

ようなやり方ではうまく行かないと考える。確かに、引きこもりの人、仕事が続かない

人、といって型をつくりそこに当てはめていくのは分かりやすい。しかし、対象となる方

に対して、これから先どうしていきたいかといことを粘り強く話し合い、就労準備支援

事業に参加してみようと思ってもらうことがまずは大切であると考える。また、対象者

を就労準備支援事業につなげてみて、「さまざまな面に課題があった方が、こんなにも出

来る力を持っていたのか」という新しい発見があったり、これまでは就職は難しいので

はと思っていた方が就職に結びつくようになったりしており、効果を実感している。ま

た、ケースワーカーにとって「この対象者はこのような傾向があるからこのように支援

していこう」といった援助方針の策定に役立ったり、支援者としての貴重な経験になっ

ていることも大きい。（横浜市） 

 

■支援者が積極的に外に出ることの重要性 

隔離された面談室だけでは分からないことが多いため、積極的に外に出ることはとて

も大切である。外ではどのように誰と話しているのか、面談では「できない」と言ってい

たが実はできる事や、逆に、「できる」と言っていたが難しい事など、対象者と一緒に行
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動して実際に自分の目で見て分かることがある。そのような部分も確認するために、支

援者が積極的に外に出て、事業所と関わって、関わるうちにちょっとした失敗も許して

もらえるような関係性を事業所と作っていくことも意識してやっている。その関係性が

あれば、活動もしやすくなっていくだろう。（盛岡市） 

 

■現場のケースワーカーの話をよく聞くことの重要性 

プログラム内容を作成する際、とにかく現場のケースワーカーの話をよく聞いた。地域

に応じて状況は違うため、まずは現場のケースワーカーの声をしっかり聴くことが大切

であり、現場の声を集約した上でプログラムを作っていくのが良いと考える。現場の意

見を汲んだ上で、企業とも話をした。（前橋市） 

 

■対象者を勇気づける工夫 

被保護者就労準備支援事業の委託先は、その人に合った過去の就労決定事例や定着成

功事例を紹介したりして不安の解消に努めてくれている。委託事業所の所内には就職が

決まった卒業生の応援メッセージが、年代別に掲示されており、中には自分よりも高齢

の方の応援メッセージもあって、対象者は自分でもできるかも知れないと勇気づけられ

ているようである。（調布市） 

 

■被保護者就労準備支援事業に対する考え方 

支援による対象者の変化など、就職者数等の数字に表れないメリットを評価すること。

（東京都A区） 

 

■有意義な他自治体の視察と他部門とのコミュニケーションの重要性 

色々な自治体の先進的な取組は大変参考になる。研修等でそうした自治体の話をよく

聞き、場合によっては視察に行くなどして、情報を得るようにしている。また、役所内の

色々な所管とよくコミュニケーションを取るようにしている。どこも同じ課題を抱えて

いて、こちらが動けば分かってくれる。例えば、農地体験のための畑を所管部門に掛け合

って借りることが出来た。（世田谷区） 
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(3) ヒアリング・ノート 
 
【横浜市】 

 支援対象者の決定方法について 

 前提として、担当ケースワーカーが稼働年齢層等を考慮して、就労支援対象者をピック

アップし、ケースワーカーごとに名簿を作成している（その時点では就労準備支援事業

の対象となる方といった区分けはしない）。その上で、名簿登載者全員について年２回

（年度当初と年度中間）、ケースワーカー、査察指導員、就労支援専門員による三者協

議を実施し、就労準備支援事業の利用が妥当と判断されたものを支援対象者とする。年

度途中に新たに就労支援対象者に選定された者についても、名簿登載後速やかに三者

協議を実施する。次に、区の就労支援担当係長が区の事業対象者を取りまとめ、委託先

に連絡を入れて新たな利用者の受け入れが可能かどうかを確認する。次にケースワー

カーから本人へ事業について案内し、本人が利用を希望した場合は「参加申込書兼同意

書」にサインをしてもらう。その際には、事業を利用する目的や、事前講座を受講する

かどうか、職場実習における職種・場所・頻度の希望を本人に確認する。 
 事業への参加が決定した後は、委託先、対象者、ケースワーカーが面談をもち、対象者

に対して事業の説明を行う。その後、事前講座の見学（対象者と委託先）を行い、事前

講座に参加（対象者と委託先）したり、職場実習先の見学や打合せ（対象者、ケースワ

ーカー、委託先、実習先事業所）を行い職場実習に参加（対象者、委託先、実習先事業

所）したりする。 
 就労準備支援事業の対象者は具体的に「こういう方」と示している訳ではないが、ケー

スワーカーには「30～40代で一度も働いたことの無い方」や「過去に働いていたが長
期間働いておらず日常生活のリズムが崩れている方」、「すぐには働く自信の無い方」等

が対象になることを説明している。最終的には区の中での３者協議（ケースワーカー、

就労支援専門員、査察指導員）にて対象者を決定する。実際のところ事業を利用してい

る方の対象者像は広い。事業対象者の中には、朝起きることや身だしなみを整えること

ができない方もいれば、就労準備支援事業に参加して３か月程度で次のステップへ行

けるような方もいる。 
 稼働可能な生活保護受給者に対しては、まずは第一選択肢としてはハローワークを利

用した就労支援、あるいは市の無料職業紹介を利用した就労支援を行うことを検討す

る。しかし中にはすぐに求職活動に入ることは難しい方も一定数おり、そのような方が

いる場合には就労準備支援事業を活用してみようかという判断になる。はじめから、就

労準備支援事業の対象者はこういう人ですという縛りがある訳ではない。 
 

 事業の実施方法について 

 今年の 10月から就労準備支援事業の支援の流れが変わった。従来は事業の申し込みを



98 
 

受けたら、対象者本人の希望も踏まえて、すぐに「職場実習」に行ってもらうような形

であったが、変更後は、必要な方向けに「職場実習」の前に「事前講座」を行うように

した。「事前講座」では、対象者に１か月程、日常生活でのお金の使い方や、洗濯の仕

方、衛生面として手の洗い方等、基礎的な事柄についての講座を受けて学んでもらい、

修了後に「職場実習」に行ってもらう。なお、「事前講座」が必要無い方については、

従来通り「職場実習」からスタートしてもらう。 
 「事前講座」からスタートするか、あるいは「職場実習」からスタートするかの判断は、

ケースワーカーが対象者本人に事業を説明する際、話し合って決める。そこである程度、

対象者本人の希望を聞いた上で委託事業所に話をし、委託事業所とも相談して最終的

に決定する。 
 支援メニューが「職場実習」のみであった時期には、委託先が対象者本人のことを中々

把握できていない状況で急に職場実習先に入っていたので、実習中にトラブルがあっ

たり、対象者が実習に来なくなってしまったりといった時に、うまくフォローに入れな

いことがあり、もどかしさを感じていた。また、実際に職場実習へ入った際、対象者が

風呂に入らず実習先に行くこともあり、実習先から、予め基本的なことを伝えた上で職

場実習に参加するようにしてほしいという要望もあった。そのような背景から、「職場

実習」の前に「事前講座」を設けることになった。 
 「事前講座」の内容については、「基本的な事から講座を実施してほしい」という区の

リクエストにもあっていてニーズを満たしていると考えている。しかし、開催場所が市

内１か所であるため、電車やバスに乗れない方も多くおり、通う際の距離的な問題があ

る。なお、全 18区で「事前講座」を行うことは人員面、コスト面から見ても難しい状
況である。 

 「事前講座」は、週２回程度、４週間にわたって開催しており、回ごとにテーマが異な

る。定員は、10名程度であり、11月現在は４名の方が通っている。回によっては欠席
者もいるので、集団でコミュニケーションを図りながら行っているような形式ではな

い。時間は、１回あたり２時間程度である。 
 

 事業の委託／直営について 

 こういう状態像の人にこういう支援をといった型に当てはめた支援をするのではなく、

就労支援に入る前の準備として対象者それぞれに個別に寄り添うような丁寧な対応を

行ってもらえるようなところが良いというスタンスで委託先を検討した。加えて、職場

実習の協力事業所を開拓する必要性があり、事業を委託することとした。 
 委託先は、対象者の中には支援の難しい方もいるということを理解して根気強く寄り

添った支援をしてくれる事業所が良いと考える。お風呂に入らない等、日常生活で苦手

な面がある方や、ささいな事ですぐに来所しなくなってしまう方等、様々な対象者がい

る中で、根気強く見放さずに支援する必要がある。委託先の選定の際にポイントとなる
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のは、委託事業所において「実際の支援にあたる人」。現在の委託先は、企業然として

いるのではなく、対象者に寄り添う人達であったのが採択のポイントとなった。対象者

を社会につなげていくためにはどうすれば良いかという視点を持っていたのが良かっ

た。また、就労準備支援事業にとってよい協力先事業所を開拓できるかどうかという点

も採択に際し見ていた点である。 
 市の無料職業紹介で扱う事業所の開拓は人材派遣業者に委託している。企業を回って

一般求人を取ってくるということに特化しているため、人材派遣業者が適任であると

考える。就労準備支援事業は、実習先を開拓してその事業所につなぐだけではなく、そ

の後も寄り添った支援を行う必要がある。よって、無料職業紹介で扱う事業所の開拓と

はまた別の動きが必要である。市では就労準備支援事業、訓練事業、無料職業紹介事業、

ハローワーク、それぞれが職場実習の協力事業所や求人を扱っているが、事業が異なる

ため、それぞれ別のやり方・委託先で協力事業所や求人事業所の開拓を行っている。そ

の分手間もかかるが、その事業に合った事業所を開拓できるというメリットがある。 
 委託事業所との情報共有は密に行っており、１か月半後ごとに、対象者本人、実習先事

業所、委託先、就労支援専門員もしくはケースワーカーが集まって振り返りを行ってい

る。 
 
 ケースワーカーや就労支援専門員への研修について 

 昨年はケースワーカーと就労支援専門員向けに職場実習先の見学会を数回行い、実習

先で直接話を聞くような機会を設けた。いくら説明を聞いてもイメージが沸かないが、

職場実習先の見学に行くと事業のイメージが沸くという話を聞く。実際に、見学会の後、

積極的に事業を活用するようになったケースワーカーもいる。 
 
 事業を実施したことでの効果について 

 就労準備支援事業につなげてみて、「さまざまな面に課題があった方が、こんなにも出

来る力を持っていたのか」という新しい発見があったり、これまでは就職は難しいので

はと思っていた方が就職に結びつくようになったりしており、効果を実感している。ま

た、ケースワーカーにとって「この対象者はこのような傾向があるからこのように支援

していこう」といった援助方針の策定に役立ったり、支援者としての貴重な経験になっ

ていることも大きい。 
 

 事業を実施する上での課題 

 就労準備支援事業の終了後は一般求人での求職活動に移れる対象者とそうでない対象

者に分かれることが課題であると考えている。その解決策として、従来は就労訓練事業

が使えるのは生活困窮者だけであったが、来年度以降、段階的に生活保護でも就労訓練

事業を使えるようにしていきたいと考えている。現在の就労訓練事業は「非雇用型」が
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多いが、今後は「雇用型」の事業所も増やしていきたいと考える。 
 

 他所へのアドバイスについて 

 就労準備については、「事業の対象者はこういう人」と状態像を示してあてはめていく

ようなやり方ではうまく行かないと考える。確かに、引きこもりの人、仕事が続かない

人、といって型をつくりそこに当てはめていくのは分かりやすい。しかし、対象となる

方に対して、これから先どうしていきたいかといことを粘り強く話し合い、就労準備支

援事業に参加してみようかなと思ってもらうことがまずは大切であると考える。そし

て、事業の中で対象者に丁寧によりそっていくことが大切である。 

 
【岡山市】 

 支援対象者の決定方法について 

 ケースワーカーが中心となり、稼働年齢層にある「その他世帯」について就労可能かど

うかを判断し、可能な場合は就労支援の対象とする。母子世帯や傷病世帯であっても、

就労可能ということであれば対象となる。対象となった場合には、就労支援相談員が面

接をして、本人の家族の状況、これまでの仕事内容、どのような仕事ができるか、現在

の健康状態、等を確認して、市の「就労支援プログラム（就労支援事業の直営部分にあ

たる）」に登録される。 

 就労支援プログラムに登録された者は、どの事業において就労支援を行っていくかを

決定する。就労支援事業には大きく分けて３つ、「生活保護受給者等就労自立促進事業」、

「就職サポート事業（就労支援事業の委託部分で、キャリアカウンセリングや求人開拓

を行っている）」、「就労準備支援事業」がある。決定にあたっては、生活保護を受ける

ことになった要因、これまでのキャリア、職業能力、学歴等についてケースワーカーか

ら提供された資料や対象者との面談の中で把握するようにし、ケースワーカーと相談

しながらどの事業で支援するのが一番効果的かを検討する。対象者との面談の中で、

「すぐに就職するということは難しいな」という判断をすることもある。 

 

 事業の実施方法について 

 就労準備支援事業については事業を委託して実施している。委託先担当者と対象者と

がインテーク面談をする前に、対象者の担当ケースワーカーと委託先担当者、就労支援

相談員とで話し合いをするようにしている。というのも、支援対象者が千差万別であり、

状況が一定でなく、就労ができる人も就労に結びつかない人もいる。よって、担当ケー

スワーカーの思い、つまり「支援することにより対象者をどのようなところまで持って

いきたいか」について確認するようにしている。ある程度‘出口（ゴール）’を明確に

してから支援をしなければ、対象者をどこまで引き上げるのか不明確で、（不明確なま

ま闇雲に支援すると）失礼にあたると考えている。ケースワーカーとゴールのすり合わ
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せを事前に行うよう工夫している。 

 対象者との初回のインテーク面談は、福祉事務所にて実施する。２回目以降の面談は、

対象者に委託業者の事務所まで来てもらい面談を続ける（支援対象者の状態に応じて

訪問支援も実施）。初回の面談を福祉事務所にて行う理由は、最初に場所を説明すると

ころからはじめて「委託業者に行ってください」というのはハードルが高いからである。

初回の面談は、委託先事業所の担当者との顔合わせという位置づけでもある。 

 面談の中では、支援メニューについても説明し、本人が興味を抱いたものを確認する。

「パソコンを習いたい」、「室内でじっとしているのは嫌だ」といった本人の希望を引き

出すようにしている。本人の希望を参考にして、既存のメニューを組み立てるようにし

ており、オーダーメイドでメニューを設定している。困ったときは委託業者の担当者皆

でメニューを検討するなどしており、教科書のないやり方をしている。 

 ３か月を１クールとして支援を行っている。１クールあたり、複数の支援メニューを用

いている。一般的な支援としては、マンツーマンの面接をまず１クール行って、徐々に

小集団に入るような支援へと導いている。小集団への導入については、意識的に同じ部

屋に３名程度入る状況を作るなどして、他の対象者との接点を作っている。小集団に入

るようになると、その先のステップアップは早い。ただ、引きこもり等で誰とも話さな

い状況にあった人は小集団への導入は難しい。対象者の半数程度は、２クール目から小

集団に入れるようになる。 

 ３か月ごとに「チェック表」を用いて対象者本人と共に状況の確認をしている。委託業

者においては、週に３～４回、支援担当者がケース検討会を実施しており、各対象者の

支援の状況と、今後の支援の方向性について話し合っている。その結果をまとめ、月に

１回、自治体に定期的に報告をしている。 

 支援メニューの中に「農業体験」というものがあり、支援の効果を実感している。農業

体験は、冬場は実施頻度が落ちるが、夏場や春先においては１週間に２回ずつ、６～７

名の対象者を農地に連れて行き、委託先業者の支援担当者も一緒になり農作業を行っ

ている（対象者２人に１人の支援担当者が付く）。対象者の視点からの目標は「生活の

リズムを整える」というところであるが、支援担当者として、生活環境の場での面接に

効果を感じている。というのも、何か作業をしながら色々な事を話すというのが、対象

者の思いを引き出すことができ、効果的であると考えている。炎天下で支援担当者も対

象者と一緒に大変な思いをして作業する。キツい思いを一緒に体験するというのは、信

頼関係を築きやすい。支援対象者は、あくまでも指導者ではく、一緒に実施する者とい

うスタンスでいる。 

 もともと農業体験については、衰退する一次産業ということで委託事業者としても興

味があったところ。また、関係各所からも「農業体験を行ってみれば」といった声掛け

があった。さらに、県では中間的就労としてすでに農業体験を行っていたこともあり、

そのチームが同じ事業所の中にいたので技術やノウハウの提供を得ることができた。
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耕作放棄地を借りることもできた。 

 現在、農業体験では白菜とキャベツを育てている。作ったものは、別団体が開催する「子

供食堂」に対して供給している。 

 農業体験は参加したいという対象者が多い。耕作に来られた地域住民に声をかけても

らえ交流が生まれている。 

 農業体験を通して一緒に汗をかくことで、今まで働かなかった人が、「早く生活保護を

脱却したい」という気持ちになり、ヘルパーの資格をとって就職し、最終的に生活保護

を受給しなくなった事例があった。この対象者は、その後、セミナーの講師になり、自

分の体験談を他の対象者に話してくれるまでになった。支援を始めた段階では、決して

対象者同士が一体感をもって仲良くなるとは想像していなかったが、結果としてこう

なった。現在はこの講師をしてくれた元対象者の下で、さらに別の対象者１名が働いて

いる。この方も農業体験がきっかけとなり、就労へと結びついた。 

 対象者には「居場所」を提供している。「居場所」とは、月曜日の３時から１時間、委

託業者のセミナー室を開放して、対象者同士が自由にしゃべったり新聞をよんだり、ネ

ット検索をしたりできるようにしている。支援担当者も同席しており、４～５名程度が

参加している。就労準備支援事業を卒業した人も自由に参加できる場となっており、こ

の「居場所」の中で参加者が互いに情報を共有したりしている。 

 就労体験の一つとして、内職を用意している。現在、発注元は４か所あり、委託業者が

請負業者となり契約している。月に２～３週間は、内職作業があるような状況を作って

いる。事業所まで出ていくことに敷居の高さを感じる対象者が参加できる就労体験の

メニューを作りたいと考えて始めた。少額であるが参加者は工賃を受け取る。中には

「ここに来れば自分も人の役に立つことができる」と感じとても明るくなった対象者

もいる。参加者は楽しくおしゃべりをしながら作業をしている。 

 

 事業の委託／直営について 

 委託先の選定にあたり、生活保護受給者や生活困窮者への支援をこれまでにも行った

経験があるということも重視した。一般的な職業訓練を行っている事業所でも、いきな

り生活困窮者、生活保護受給者への支援をするとなると難しい部分があると考えてい

る。 

 選定にあたっては、その業者が「どのような考え方、視点を持って支援を行うのか」と

いう点も重視した。支援について、どのような考えがベースにあるのかということは重

要である。いくらメニューだけをそろえても、支援は人と人との話。支援を担当する者

がどれだけ対象者にかかわってくれるのかという点を重要なポイントとした。提案書

だけではなく、ヒアリングの質疑応答の中で、この事業のどこがポイントであると考え

るかといった質問をして、業者が置いている視点を確認するようにした。ヒアリングで

は「このような事例があったらどう対応しますか」と質問することもある。 
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 協力を得られる事業所について 

 40 社程度の協力事業所がある。最初はほとんど委託業者が別の事業で契約している事

業所など、これまでに取引があった事業所であったが、今は、協力事業所が新たな事業

所を紹介してくれるという流れが出てきており、広がりを見せている。就労体験では、

委託事業者の支援担当者が対象者と共に現場に入る。そのため、事業主を話す機会も多

い。その中で「あの事業所に行ってみたら？」「別の事業所に電話して紹介しておくよ」

といった話に発展していく。 

 就労体験を始めた当初は、就労体験を受け入れると必ず雇用しなければならない、とい

った誤解を持つ事業所が少なくなく、拒否反応を示す事業所が多かった。また、生活保

護受給者や生活困窮者に対する偏見も、事業所の中にあったと考える。しかし、就労体

験に参加する者は、ある程度就労に向けた準備が整ったものであり、事業所に迷惑をか

ける人ではない。事業所にもそのように説明している。実際に就労体験を受け入れた事

業所で誤解がとけ、次の事業所に紹介するという流れができている。 

 

 事業評価について 

 財政効果までは測れないが、対象者一人ひとりの状態については、「訪問による面談」

から「就職等進路決定」までを 10の段階に分けて確認するチェック表を用いて対象者

の変化の状況を確認している。このように、一人ひとりの変化は確認しており、無駄な

事業でないということは担当者の中ではよく分かっている。ただ、それを数値にするの

は難しい。 

 

 他部門や他機関との連携について 

 産業部門が建設労働者の就職相談会などを行う際は、その案内を受けて対象者に紹介

したり、相談会に同行したりする場合がある。 

 

 事業を実施したことでの効果について 

 支援される側から支援する側に回るケースがある。具体的には、対象者の強みを生かし、

週に 20時間程度の作業を委託する人や、月に４～５回、ストレッチの教室（講師）を

している人もいる（ストレッチ教室の他にも、定期的な運動、生活の改善について話し

てもらったり、散歩に同行してもらったりしている）。スキルの高い対象者がいれば登

用していきたいと考えている。支援対象者の強みを引き出して、支援者と近いところか

ら就労を始めてもらおうという考えに基づいている。 

 

 事業を実施する上での課題 

 就労準備の中で着実に就職に近づいていく対象者と、就労準備で行っている支援自体

が自分の仕事のように感じる対象者とがおり、支援する側としても、ある程度見分ける
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ように気を付けている。対象者の中で就労ではなく支援に参加すること自体が目的に

なっており、そのまま準備支援事業を続けてもその人のためにならないという場合は、

支援開始から１年が経過したところで支援を卒業するということもありうる。その後

は別の支援につながればいいが、つながれない人もいるため、その受け皿として、卒業

生も参加できる「居場所」を提供している。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 支援をするにあたり、アセスメントをして支援計画を作り実行していく訳だが、支援者

は自分が作ったストーリーの通りに支援するのではなく、対象者の「ブレ」に合わせた

支援を行うことが大切であると感じている。「昨日は対象者にあんなにやる気があった

のに、今日は対象者はこんなにも気持ちが落ちている」といったことはよくあることだ。

支援の期間はあるものの、気持ちの持ち方としては気長に、対象者のブレにどれだけ付

き合えるかということが必要。 

 就労準備支援事業を行う際、ケースワーカーと委託業者の支援担当者の間で、１年間の

支援を行った結果としてその対象者の出口（ゴール）をどこに設定するかを決めるよう

にしている。事業を始めた当初は、そのゴール設定をせず、支援を開始していた。そう

すると「いったいどこまで支援すればよいのか」、「ケースワーカーにお返ししたいけど、

どこまでしてお返ししてよいのか」ということが分からなくなってしまい、事業開始２

年度目から、初めにゴール設定が必要だということになった。対象者全員に対して就労

をゴールとしてしまうと、人によっては延々と就労準備支援をやり続けるということ

になる。よって、対象者によっては、就労以外のゴールも設定するようにした。例えば、

「今まで何もできなかった人が求職活動ができるようになった」といったゴール設定

だ。場合によっては、「これまで全く病院を受診してくれなかった人が、病院受診につ

ながり、治療方針が立った」というゴール設定の者もいる。‘自立助長の支援’として

どの方向に向けて支援を行うのがよいのかという視点でゴールを検討する。中には病

院受診に同行して、その中でMSWとよく情報交換をするケースもある。なお、ゴール

については、ケースワーカーと都度対象者の状況を確認しながら変更することもある。 

 
【盛岡市】 

 支援対象者の決定方法について 

 地区のケースワーカーから、稼働年齢層にある被保護者について就労にかかる阻害要

因を収集した上で長らく就労から遠ざかっている者や就労経験が無い者で生活習慣か

ら整える必要がある者を就労支援相談員に挙げてもらい、対象者とする。ケースワーカ

ーと就労支援相談員が中心となり、状況に応じて査察指導員も加わる形で、対象者のこ

れまでの経歴や現在の状況を確認しながら対象者にあった支援メニューがどれかを検

討する。対象者には支援メニューの内容や目的を説明し、複数あるボランティア活動先
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や就労体験先の中から、居住している地区からの近さや興味を持って取り組める物か

どうかという観点で、選んでもらう。 

 生活保護受給者等就労自立促進事業や就労支援事業に参加する人は、ハローワークと

連携を取って即求人検索ができるという特徴がある。その段階に至らない、社会との接

点がまずは必要だと思われる方は就労準備支援事業にて支援する。 

 市では「職業体験等事業実施要領」を定めており、その中に対象者についての基準につ

いて、「（１）不就労期間が長期にわたり、社会生活に消極的になっており、一定の訓練

が必要とされる者、（２）就労経験が乏しく、社会生活を営む上で自己管理を含めた訓

練が必要とされる者、（３）その他、当該事業への参加が適当と判断される者」と定め

ている。就労支援の候補としてあがってくる方は、精神疾患のある者や就労経験がなく

長期間引きこもり状態である者といった、いきなり就職の面接や試験をうけてもらう

には無理があると感じるような者が多い。 

 

 事業の実施方法について 

 支援メニューとしては「ボランティア体験」と「職場体験」があり、就労支援相談員を

２名配置して直営で行っている。ボランティア体験については 12箇所のプログラムが

あり、基本的な挨拶や声掛け、書類の提出、欠勤の際の連絡等が出来るようになること

を目的とし、週に１～２度のペースで３か月間参加してもらう。職場体験についても複

数箇所の選択肢があり、期間は３か月で、基本的な事項を習得してもらうことはボラン

ティア体験と同じであるが、実際に企業スタッフのような形で実習してもらい、挨拶や

人間関係作りを体験してもらう。職場体験では報告・連絡・相談の訓練もしていく。な

お、対象者がボランティア体験と職場体験のどちらに参加するのがよいかについては、

担当ケースワーカーや査察指導員、就労支援相談員が、対象者のこれまでの経歴等を確

認して検討している。ボランティア体験先や職場体験先は、対象者の希望に応じて決め

ている。対象者の居住地区に近い場所であったり、興味がある内容だったり、対象者の

希望を聞いている。 

 ボランティア体験先や職場体験先は、一箇所の結果だけで対象者の状態を判断しない

ようにしている。仮にある場所ではうまく行かなかった場合でも、もしかしたら対象者

に合わない場所だったのかもしれず、場所を変えて再度参加してもらう。 

 就労支援準備事業を担当する就労支援相談員は、ボランティア体験先や就労体験先ま

で対象者に同行したり、就労体験の協力先事業所を定期訪問（月に１回程度）し事業所

の担当者や対象者の話を聞いたりしている。ボランティア体験先のうち２箇所は特に

受入れ人数を多めに設定しており、あまり積極的ではない人やより見守りが必要な人

を割り当てるようにして開催日には毎回就労支援相談員が必ず同行するようにしてい

る。２箇所のうちの一つは、公園の清掃ボランティアであり、NPOの事務局がボラン

ティアを仕切っているため、事務局の指示に従ってメンバーと一緒に作業をすれば良
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いので、より見守りがしやすい。 

 職場体験の協力事業所には NPO法人の牧場や、県内に複数店舗を展開する大手スーパ

ー等がある。牧場では、動物と触れ合いながら活動したり花を植えるなど農作業のよう

なことをしたりする。生き物に関連する作業は良い印象を受ける。また、県内の大手ス

ーパーでは店舗が多くあり、そのまま就労に結びつくケースもこれまでにあった。 

 月に 1回、生活保護受給者の就労支援に関わるメンバー（すべての査察指導員、就労支

援相談員、ハローワークのナビゲーター、指導官、計 20名程度）が参加する会議を開

催している。就労支援相談員から対象者への支援の状況を報告し、今後の支援方法等に

ついて意見交換を行っている。この会議で就労準備支援事業の対象者の状況について

も意見交換しており、次の支援（就労支援事業や生活保護受給者等就労自立促進事業）

へと進めるかどうかという判断も行っている。 

 

 事業の委託／直営について 

 直営で支援を実施することにより、対象者に身近に感じてもらえることや、支援者同士

で密な調整ができることが利点である考えている。また、支援者自らが対象者に深くか

かわることができるため、対象者に自立することへの自覚を持ってもらいやすくなる。 

 担当の就労支援相談員が受け入れ先の事業所の話も聞くし、現場も見るし、対象者の話

も聞く。事業所が困っていることが無いかも聞きながら事業所のフォローも行ってい

る。そうすることで、事業所との良好な関係も維持できている。 

 

 協力を得られる事業所について 

 職場体験先には一定額（一人につき１日 2,160円）の委託料を市から事業所に支払う形

で年度ごとに契約を結んでいる。 

 協力先の事業所には、就労準備支援事業についてよく説明し、福祉的な事業であること

の理解を得た上で協力をいただくようにしている。また、協力先事業所には月に何度か

訪問し、状況を聞くようにしている。対象者同士でトラブルが起こっていないか、対象

者と事業所との間でトラブルが起こっていないか、事業者側として困っていることが

ないか、といった点を細やかに確認するようにしている。 

 職場体験では３か月の中で段階を踏んで徐々に負荷を増やしていくよう、事業所にお

願いしている。就労支援相談員も対象者の状況を細かく把握するよう心掛けており、ま

ずは「対象者はこの段階からスタートできます」ということを事業所に伝えてスタート

してもらい、問題なくできている様子であれば「増やせる仕事はないか」や「勤務時間

をもう少し長くしてもらえるか」といった感じで適宜、活動内容を変更してもらうよう

働きかけている。受け入れ先となる事業所には、対象者がこれまでどのように生活して

きたかが分かるよう成育歴や生活歴をまとめた資料を渡し、対象者は今どの段階にあ

ってどういう挑戦をしたいと本人が考えているかを伝える。その上でまず始めやすい
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ラインを決めて、職場体験が始まる前に事業所と本人と就労支援相談員との三者で一

度面談をして確認を取り進めていく。職場体験においてトラブルがあると支援が成り

立たなくなるため、特に事業所担当者との連絡は密に行うように心がけている。 

 

 他部門や他機関との連携について 

 対象者と面談する場所と同じフロアにハローワークの常設窓口があり、支援者にとっ

ても密に連携が行え、支援対象者にとってもハローワークの端末を利用したり相談し

たりしやすく都合がよい環境となっている。 

 就労準備支援事業に参加することで障害があることに気が付くケースも少なくない。

参加するまでは能力の問題があっても本人も周りもそれに気が付かないまま無理をし

て生活してきたケースもある。本当はもっと早い時期に何らかのケアを受けるべきで

あったが、何のケアもないまま大人になった者が生活保護受給者の中には少なくない

（発達障害等）。同じ活動を一緒にやってきたからこそ本人の状態がよく分かり必要な

支援を検討できるし、信頼関係も構築されているため、発達障害といった受け止めがた

い話であっても、対象者に伝えるとストンと腑に落ちることがある。 

 

 事業を実施したことでの効果について 

 長期間引きこもりの状態が続き、中学を卒業してからずっと社会経験がない 20代後半

の対象者がいた。最初は挨拶もできず、「自分がどうしたいのか」や「どのような状態

なのか」について上手く言葉で説明できない状態であったが、ボランティア先を何度か

変えてみたり何度も本人と面談をして話しをしたりしながら、最終的には職場体験に

までつなげることができた。はじめの職場体験先での経験を通して自分の中に基礎が

できたのか、次第に休まなくなり、挨拶や会話もできるようになっていき、次の職場体

験先にチャレンジしたところ、協力先事業所に気に入られてそのまま就職して生保を

脱却した。この対象者は父親ときょうだいの３人世帯であるが、対象者本人が就職した

ことで、家族に「それじゃあ、みんなちょっと頑張ってみようか」という雰囲気が生ま

れ、これまで病後回復期にあり働いていなかった父親も働くようになり、きょうだいも

より収入を得られる働き方に変えたこともあり、最終的には全員が自立に向け協力し

て働くようになった。 

 

 事業を実施する上での課題 

 一定期間支援しても次の段階（求職活動や就労）に踏み出せない対象者については、疾

病や障害といった阻害要因が無いことを確認した上で、本人と話し合い、別のボランテ

ィア先や職場体験先も経験してみましょうと提案して説得していく。現在の居場所と

なるものをすべて取り払う事に不安がある場合は、例えば、現在の活動場所を週に１度

残しておいて、別の場所での活動を週に１度入れてみましょう、という提案の仕方をす
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る。体力的にも体調的にも問題ない場合には、就労支援事業と併用して支援を行うこと

もある。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 隔離された面談室だけでは分からないことが多いため、積極的に外に出ることはとて

も大切である。外ではどのように誰と話しているのか、面談では「できない」と言って

いたが実はできる事や、逆に、「できる」と言っていたが難しい事など、対象者と一緒

に行動して実際に自分の目で見て分かることがある。そのような部分も確認するため

に、支援者が積極的に外に出て、事業所と関わって、関わるうちにちょっとした失敗も

許してもらえるような関係性を事業所と作っていくことも意識してやっている。その

関係性があれば、活動もしやすくなっていくだろう。対象者やケースワーカー、事業所

といった関係者が協力し合っている中で、皆が少しずつ楽に進めるようになってきた

という実感がある。関係者全体の動きをなんとなく意識しながら積極的に外の機関と

仲良くしておくと、色々な所から助けてもらうこともできる。 

 
【前橋市】 

 支援対象者の決定方法について（決定までの手順・プロセス、決定にかかる会議の

有無・内容、決定に関する基準の文書化の有無、基準の具体的な内容等） 

 対象者の選定については、担当ケースワーカーが支援対象者の選定を行い、支援の状況

が分かるような資料（支援調整会議対象者選定検討資料、保護台帳の写し、就労可否意

見書の写し、求職活動状況・収入申告書の写し、その他参考となる資料）を添付した上

で、定期的に行われている「支援調整会議」のうち、支援対象者の決定時期に開催され

る回で議題に上げ、決定する。支援調整会議の参加者は、社会福祉課長、各査察指導員、

生活福祉係長、就労担当、就労支援専門員、担当ケースワーカーである。 

 支援対象者の受け入れ時期は、４月、６月、８月、10 月の年４回であり、１グループ

（区分）あたり 10名程度を選定して受け入れている。課内に生活保護担当が５係（事

業開始当初は４係）あり、１係あたり３～４名選定するようにしている。支援期間は原

則半年間である。 

 

 事業の実施方法について 

 事業は、市役所近くにある就労支援施設で行っており、民間企業に委託している。 

 就労支援施設での主な内容は、個別カウンセリング、生活能力向上訓練、生活能力向上

セミナー、社会参画活動である。生活能力向上訓練では、農作業や体力増強ワーク（ウ

ォーキング）があり、体力が無くて働けないという方にも対応している。また、少しで

も収入が得られるよう有償内職ワーク（タバコケース作成）もあり、パソコン操作も訓

練内容として提供している。生活能力向上セミナーでは、働くことの大切さを学ぶ機会
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や、就労支援を卒業された方（生活保護受給者）との交流の場（体験者交流会）を提供

している。これらのセミナーでは個人でのワークではなく、グループごとでワークを行

う。全く関わりの無かった生活保護受給者の方同士が、このセミナーを通じて関わりが

でき、連帯感が生まれているので、グループワーク形式でセミナーを行ったことは良か

ったと考える。経験者の話が聞けるということで参加者からも好評である。社会参画活

動では、川沿いや施設の清掃活動や、教習所の教官補助等、民間事業所にも協力しても

らって活動を行っている。 

 支援メニューの組み立てについては委託事業者が対象者の状況に応じて行っている。

具体的には、個別カウンセリングやワークの振り返りを通して、対象者の体調や特性を

確認し、個々の状態像に応じてメニューを組み合わせている。参考情報として、本人の

詳しい状況を調査した「稼働能力診断会議記録表」にある情報も委託事業者には提供し

ている。 

 支援終了時には出欠状況や就活基礎知識習得度（セミナー受講率や、履歴書作成状況、

PCスキル習得状況を確認）、社会性回復度（ボランティア、企業見学、就労体験などの

参加回数を確認）が委託業者から報告される。また、対象者の阻害要因（身体、精神、

脳機能、知能、性格、環境）や意欲（自己肯定感・効力感、生活能力、協調・協働、姿

勢、社会適応力、就労意識）をプログラム開始前後で５段階評価し、レーダーチャート

化され実績として提出される。このような細かな評価により、プログラム開始前後での

意欲の変化や、担当ケースワーカーが把握できていない阻害要因を知ることができる。 

 委託事業所からの報告以外にも、就労支援専門員は記録管理用（Microsoft Access）の

ソフトを用いて対象者の日次での活動を記録し、共有している。就労支援専門員が不在

の時であっても、ケースワーカーが対象者がどのような活動をしているか把握できる

ような仕組みである。これらの活動記録も支援調整会議の資料として提出している。 

 体験者交流会については、卒業生と対象者との目線が一緒だということで始めたもの

である。就業ということだけでなく、例えば、過去に DV を経験した方たちについて

は、よい影響もうまれている。ワークの中では参加者同士は特に個人情報に係るような

詳しい話はしていないと思われ、特にトラブルがあったことはない。フレンドリーな地

域性があり、人間関係を築く上での敷居はもともと低い地域柄のように感じる。 

 就労支援施設ではマッチングも行っており、就職が決まった後も、定着支援として、就

労支援施設での定期的な対象者本人へのカウンセリング及び電話連絡によるフォロー

を実施している。また、委託先の担当者が就労先への企業訪問を行い、企業担当者に就

労状況等のヒアリングをしたり対象者の就労の様子を確認したりして、対象者が働く

上での課題を早期に発見し解消できるようにして離職に繋がらないように対応してい

る。このようなフォローをしているからか、定着率は高い。企業側にも丁寧に説明し理

解を得ているため、長年引きこもりであった方等は就職した後に精神的に身体を壊し

てしまう方もいるが、企業側がその事情に理解を示し対象者の体調が回復することを
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待ってくれるような場合もある。 

 
 事業の委託／直営について 

 現在は指名形式のプロポーザル形式で決定した事業所に委託している。５年を目途に、

プロポーザルを実施する予定である。公募型で行えば、例えば県内にこういった事業所

が無くとも、他県の事業所から手が挙がることもあると思われる。 
 現在の委託先が良いと判断した点は、支援実施の具体的なノウハウを持っているとい

う点である。 
 全く初めての事業であったため、事業の立ち上げにあたっては、福祉事務所の中でケー

スワーカー等からなるプロジェクトチームを立ち上げ、事業内容についての意見やア

イデアを集めて仕様を検討した。 
 

 協力を得られる事業所について 

 就労体験等の協力事業者の開拓は委託事業の仕様に含まれており、委託業者が実施し

ている。現状における協力事業者の職種としては、工場内軽作業、清掃業、介護職、警

備職、農作業、ポスティング等がある。委託事業者の中で企業開拓専任のコーディネー

ターが配置されており、コーディネーターが企業に訪問して事業内容の説明を行い、求

人・ボランティア・企業見学・就労体験の協力についての理解を得ている。 
 就労準備支援事業においては、「コーディネーターが業務内容の細分化や企業見学・就

労体験等を実施することで、対象者と企業の認識のズレや早期離職を防ぐ効果が期待

できる」といった企業側のメリットを粘り強く説明することで、協力が得られることに

繋がっている。正社員の方がやらなくても良いことを業務分解し、その仕事を最低賃金

の中で１日３～４時間のパート就労等でやらせてもらい、少しずつ体を慣らした上で

就労できるような仕組みを作り始めている。 
 

 他部門や他機関との連携について 

 他機関との連携について、市の産業政策部署が所管している若者や女性の就労支援を

行う施設が主催するバスツアーやセミナー等に、本事業の対象者が参加するといった

形で連携している。その施設の指定管理者が本プログラムの委託業者と同じ業者であ

ったため、他部署とも連携しやすい状況なのではないかと考える。 
 

 他所へのアドバイスについて 

 プログラム内容を作成する際、とにかく現場のケースワーカーの話をよく聞いた。地域

に応じて状況は違うため、まずは現場のケースワーカーの声をしっかり聴くことが大

切であり、現場の声を集約した上でプログラムを作っていくのが良いと考える。現場の

意見を汲んだ上で、企業とも話をした。 
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【越谷市】 
 支援対象者の決定方法について 

 就労指導対象者の決定については、基本的には当市作成の「就労支援マニュアル」をも

とに、ケースワーカー判断としている。病状調査による病気の有無、職歴、生活状況な

どを踏まえ、総合的に判断を行っている。しかし、年齢の若い者や健康状態に問題がな

い者については、早期の支援が効果的である。そのため、早期に就労支援を行った後、

問題が発生した場合には就労指導を継続するか検討を行う。 
※就労支援の種類として「就労支援室の利用」があり、ケースワーカーからの依頼をも

とに支援を開始する。 

 

 事業の実施方法について 

 メンタル面の支援の強化に関連して、「対話の会」や「散歩の会」などを開催している。

これらは、対象者が就職する前に社会性を身に付けることを目的としている。働く意欲

が高くても仕事を続けられないような対象者もおり、就労支援専門員からこれらの会

に参加することを勧めるケースもある。 
 対象者は自己肯定感が低い方が多く、就職する前にまずは就労準備支援が必要なケー

スが多くなっている。そのため、就労支援専門員は男女各１名ずついるが、対象者の性

別に合わせて就労支援専門員の担当を決めることで、より深いアセスメントが可能と

なり、ラポール形成につながっていると考えている。例えば、女性の場合、引きこもり

や DV 被害等により、就労したい気持ちはあるがなかなかモチベーションが上がらな
い対象者もいる。そこで、まずは女性の就労支援専門員が担当する「対話の会」に参加

してもらい、家から外に出てもらうような機会を作っている。各回５名程度で月１回程

度開催しており、常に相手を批判せず相手を受け入れる姿勢で話を聞くような場とし

ている。女性の悩みは女性同士でというのが事業の基本方針であり、まずは精神的に安

定し、それから就職活動を始めた方が良いだろうという考えで行っている。また、「散

歩の会」は男性を参加対象としており、各回３名程度で月１回程度開催しているが、運

動することによる医療費の削減や、対象者の孤立を防止して自己肯定感を高めていく

のが目的である。対象者の生活リズムを整えたり、精神的な安定感を得てから、求人紹

介などの就労支援をしようというスタンスである。 
 「対話の会」は、埼玉県立大学の助教授の指導のもと、RJ（リストラティブ・ジャステ

ィス）に基づいて行われている。RJ とはアメリカやオーストラリア等の国々で、司法

における加害者と被害者との関係に使われている手法であるが、家庭や学校でのいじ

めにも応用されている。生活保護受給者の方は、喪失感があったり、働く意欲を失って

いる方が多いこともあって、RJ の手法を用いて「対話の会」を運営しているが、開始

して２年が経過し、会としては 25回開催した。参加当初は下を向いていて全く話がで

きない状態であった方が、地域活動に参加するようになる等、参加者本人も人生が変わ
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るとは思わなかったと驚くほどの変化も見られる。また、そういう話を「対話の会」で

話すことで、他の参加者の刺激にもなる。毎月１回、２時間、自由参加で、５～６名程

度が集まって開催しており、会の進行は就労支援専門員が行っている。就労支援専門員

との面談では、どうしても支援者と被支援者の関係になりがちであるが、同じ境遇や環

境にいる方達の話を聞く機会を持つことで、自身の固定概念を変えることにつながっ

ているものと考えている。 

 「対話の会」で話す内容については、「言葉カード」を用意し、参加者が気になる言葉

を選んで話をしてもらうようにしている。カードの内容は、例えば、「希望」等の前向

きな二字熟語や擬態語といった言葉以外にも、イラスト、写真、色等を用意している。

「対話の会」では、話が脱線しても途中で遮るようなことはせず、参加者の話が長くな

ってしまうこともあるが、話を止めるようなことはしない。そうすると、周りの参加者

も自分と同様に話すためには自分の話を短くしなくてはならない等、周りのことを考

えることや他人を尊重することを学ぶことにつながる。また、非難しないし非難されな

いという環境が大切であると考える。ネガティブな言葉を発する参加者の方も中には

いるが、こういう場合は、否定はしないが同意もせず、他の参加者に意見を伺うように

し、ネガティブな話を流さないようにする。そこで、「あなたはそう思うかもしれない

が、それはとても悲しいこと」等といった形で発言者に応答すると、参加者はとても安

心する。参加者にとって安心・安全の場であることが重要であると考えている。 

 「対話の会」の後に、パソコン練習も始めた。講師は生活保護受給者であり、以前は引

きこもっていた方である。ボランティアでお願いしており、誰かの役に立っていると思

えることが自信につながっているようである。パソコン練習は、これから毎月２回程度

開催する予定である。 

 就労支援事業でここまでの内容をやるべきかどうかについて、「就労」に関する支援で

あるのかという内部での議論もあるが、対象者の中には作業や人との関わりが必要な

方もおり、そうしたニーズを持つ対象者が増えてきているので、「対話の会」や「散歩

の会」等を開催しており、就労支援専門員も積極的に行っている。 
 

 事業の委託／直営について 

 被保護者就労支援事業は委託で行っており、委託先は、実績を多く持つ協同組合である。

その委託先では、その組織全体の社会資源を使って事業をしてもらうことができ、例え

ば、県内各所に就労支援の関連施設や支援情報等を持っているので、それらの資源も活

用しながら支援を行ってもらえており、また、他自治体で同様の事業を受託しているこ

とから、そこでの取組や考え方を本市の事業にも反映してくれるので、より多様性や柔

軟性のある支援が可能になっている。 

 委託先の就労支援の窓口を担当課のすぐ近くに設置していることからも、方向性の確

認や対象者との面談への同席など、緊密な情報共有や連携はできているので、委託して
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いることの距離感のようなものは感じない。就労支援の窓口が別施設に設置されてい

たりすると、対象者が委託先とケースワーカーとで話す内容を変えるようなことも起

こりうるが、当市の場合はそれがない。委託業者には仕様書に記載している範囲内で業

務をお願いしており、具体的な支援内容は基本的に委託業者に任せているが、直営にし

て、すべて内部で対応する方がよいというようなことは考えていない。 

 

 協力を得られる事業所について 

 運送業の民間業者からも仕事を紹介してもらっている。その事業所は市の窓口まで担

当者が来てくれて、生活保護受給者や生活困窮者についての特徴や傾向等、なかなかす

ぐに仕事をすることは難しいということを説明し、それらを理解してもらった上で、事

業所での受け入れを始めてもらった。なかには上手くいかなかったケースもあるが、就

労を通じて生活保護が廃止になった若者や、継続就労につながっている方もいる。また、

その事業所にアルバイトとして働いている対象者もいるが、事業所側と本人の親とで

面談をして、親にも安心してもらえるよう事業所側は配慮しているようである。その事

業所では、対象者の働く状況が就労支援専門員にも情報として入ってくるので、継続就

労を支援する上で大変有り難いと感じている。運送業の民間事業所での仕事内容は、早

朝（朝５時～９時）の仕分け作業や配送車の運転等があり、中間的就労という位置づけ

ではなく、最初からアルバイトとして給料が発生する。ただし、事業所側が対象者の意

欲を喚起したり、自信を持たせてくれたりして、受け入れ体制を整えても、対象者が行

かなくなってしまうケースもある。本来であれば中間的就労から開始するのがよいの

かもしれないが、対象者は少しでも給料が発生する仕事を希望するので、こういった事

業所があることは有り難い。２年前に事業所が市役所に仕事紹介・人材募集のチラシを

持ってきたことがきっかけで、現在の受け入れにつながっている。 

 現在は、運送業の他、警備、ポスティング、介護、内職等の仕事もある。事業所側から

市に仕事紹介の声掛けがあった場合、まずはどのような仕事をするのかを就労支援専

門員が事業所まで足を運んで現場を見せてもらって確認し、対象者がその仕事をでき

そうかどうか判断する際の材料にする。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 「対話の会」や「散歩の会」の取組は、効果が高いと感じている。就労以前の段階の方々

への支援ということで、障害者支援であれば受け入れ先もあるが、障害者でない方々に

関する受け入れ先はなかなか見つからない。認定訓練事業として中間的就労もあるが、

無報酬であったとしても参加企業が少ない。こういった背景もあって、「対話の会」や

「散歩の会」において社会生活に関する支援ができているのは対象者へよい機会を提

供できていると考えている。個人を尊重することや、自己肯定感を高めること、他者の

発言を通じて自己理解を深めるなど、高い効果を生んでいる。 
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【高槻市】 
 支援対象者の決定方法について 

 生保受給者のうち稼働年齢層のうち稼働能力のある者を特定したのち、対象者を担当

するケースワーカーが、就労支援プログラム受付簿に希望する事業を記載し、就労支援

チームリーダーに対して支援対象者に関する資料一式を提出する。就労支援チームリ

ーダーが資料を確認し、どの事業で支援するのがよいかを判断し決定する（適宜、担当

ケースワーカーとの話し合いを行う） 

 「現場の声が大事である」という課の方針に基づいて結成された、ケースワーカーを中

心とするプロジェクトチームが「就労支援の手引き」を作成した。各ケースワーカーが

就労支援の基礎を習得し、就労支援に対する共通のイメージを持つことが出来るよう

活用している。また、課内研修にも「就労支援の手引き」を活用し、新人ケースワーカ

ーのスキルアップに取り組んでいる。 

 手引きの中には「就労支援の定義」からまとめられている。今までこういったものは一

切なかった。生活保護となると「保護手帳」を見るのが一般的だが、その中で就労支援

について書かれているのは１、２ページ程度。「稼働能力」については結局どう判断し

たらよいかが分からないという状況があった。また、市では就労支援についてまとまっ

たものがなかった。そのような背景の中で、新任のケースワーカーも含めある程度一定

の水準で皆が同じような就労支援をするためには、「考え方」や「実務面」をまとめた

ものが必要であるということになってこのプロジェクトチームが立ち上がり、手引き

が作られた。そこである程度書かれてあるので、ケースワーカーによって支援の内容は

それほどぶれることはないと考えている。 

 求職状況管理台帳に対象者の求職活動状況を反映させることで、日々の就労支援の進

捗管理を行っている。月に１回、各班のチームリーダーがまとめた台帳を、就労支援チ

ームの方で確認をして、就労支援の進捗を管理するようにしている。実務の中で台帳を

活用することで、対象者の状況を見える化することができ、ケースワーカーや査察指導

員も対象者が今どのような求職状況なのかが一目で分かり、組織的な管理が可能とな

る。活用し始めた当初は人によって台帳の書き方もバラバラであったが、一定のルール

を決めて、研修の際に記入の際の注意点等を伝えるようにしたら改善した。この台帳が

あれば担当ケースワーカーでなくとも、チームリーダーや組織から見て、「この人はも

う６か月も自主求職しているが、この後はどうするのか？」といった判断ができるよう

になる。 

 

 事業の実施方法について 

 就労準備支援事業は直営で行っている。 

 日常生活の自立に向けて、生活面の立て直しのために対象者に「生活記録」を記入して

もらっている。記録表では、例えば、就寝時間や起床時間、起きたときの気持ちを天気
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（晴れ、曇り、雨）で表して記入してもらっている。また、外出した回数や会った人の

人数なども記載してもらう。記録表に記載する内容は、対象者によって変更している。

生活状況を見える化することで支援者が対象者の日々のくらしを知ると同時に、対象

者本人が客観的に生活を振り返ることが期待できる。 

 社会生活の自立を目指して、コミュニケーション能力を整えるための支援も行ってい

る。対象者は普段ほとんど話す人がいないという方が多く、話すのが苦手な人も多い。

よって、就労支援員が対象者に適したテーマを記載した「会話カード」を用意し、ラン

ダムにカードを選んでもらい、そのテーマにまつわるエピソードを１分間で話しても

らい会話の練習をしている。例えば「今日はこれを話そう」というふうに準備してきた

ものは話せるが、日常の会話で急に話題を振られるといったとっさの場面に対応する

のが苦手な方も多い。上手く話せないことから人と離れていってしまうということも

あり、とっさの場面にも対応できるようにということで会話カードが生まれた。 

 支援員と話せるようになると次は集団作業ということになり、市では職場体験を用意

している。職場体験は大きく分け２種類あり、社会参加を目的とする「居場所」的な職

場体験と、職場体験先への就職を目的とした、より仕事に近い職場体験がある。社会参

加の職場体験は民間企業では難しく、社会福祉法人から協力が得やすい。例えば、障が

い者施設にご協力いただき、施設の方と一緒に公園清掃に出ていったり、そこで持って

いる畑で一緒に畑作業をさせてもらったりというようなことを行っている。普段、人か

ら「ありがとう」と言われる機会がなく、人の役に立っていると感じることから離れて

しまっている対象者が、何か作業をすれば「助かったわ。ありがとう。」と言ってもら

える。そのことで、対象者は元気を取り戻していく。 

 

 事業の委託／直営について 

 直営で支援を行うことの利点として、ケースワーカーとの連携がうまく行くという点

が挙げられる。以前、事業を民間に委託していた時期もあった。その当時は求人の開拓

を中心にやってもらっており、準備に対する考え方も今とは違っていたので支援内容

は違うのだが、その時に指揮命令系統において課題を感じた。その点、直営で事業を行

うと、迅速な対応ができるというのが大きい。やはり現場のケースワーカーとの連携を

考えたときには直営のほうがスムーズであると感じた。 

 直営という看板を掲げることで、庁内の関係課や庁外の関係機関との連携がスムーズ

になり、話も聞いてくれやすく、協力も得やすくなる。 

 

 協力を得られる事業所について 

 １日当たり 3,000円の謝金を協力事業所に支払っている。民間企業としてはただでさえ

人が足りず忙しいという状況の中で、対象者の面倒を見てもらうというのは負担にな

り抵抗があるところ。対象者の見守り担当者を最低賃金で半日程度つけてもらうとい
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うことで、大体計算したら 3,000 円ぐらいになる。謝金は不要という事業所もあるが、

謝金を用意できることで、民間企業に対しても話しをしやすい。 

 謝金以外にも、職場体験に際しては、参加者に傷害保険と損害賠償保険がセットになっ

た保険をかけており、事故等が発生した場合に備えている。受け入れ側としても、対象

者が怪我をするといった何かがあった場合にどうなるのかという点に若干の不安があ

るように感じる。それを取り除くために保険をかけて、企業として受け入れやすいよう

な環境作りも心がけている。企業側には謝金よりも保険の方が喜ばれているかもしれ

ない。 

 事業所から協力を申し出てくれたところもあるが、職場体験の協力事業所を集めるの

は難しいと感じている。しかし、職場体験の受け入れ先は必要であるという認識はして

いるため、協力事業所募集のためのチラシを作って、市の商工会議所の会員向けの会報

誌に同封してもらい 2,300の加入企業へとチラシを送った。これは、産業振興課を通じ

て商工会議所に依頼してもらい実現したものである。2,300社のうち大手企業は少なく、

中小零細企業になると人手がもともと少なく、受け入れること自体が困難ということ

がある。今回はチラシを送っただけなので、このあと例えば、商工会議所にはいろいろ

な部会があるので、その定例会に行って再度、もっとより具体的な話をするということ

をやっていけば企業数は増えるかもしれないと思っている。 

 これまでは支援者サイドで企業を用意してそれに対象者を当てはめるというようなイ

メージを持っていたが、変わってきた。対象者の希望にあう職場体験先を用意するには

ある程度の種類の企業が必要だと思い実際に何種類かの職場体験先を用意したが、そ

れ以外の職種に興味があったり場所が離れていたりといった色々な理由でいくら受け

皿があってもマッチングがうまく行かなかった。その解決方法として、対象者が希望す

る事業所に職場体験の協力を依頼する取組を開始した。具体的には、対象者に「ここな

ら働きたい」と思うような求人票を持ってきてもらい、直接その事業所に電話をして、

事業所まで説明に行き、事業の趣旨を丁寧に説明して協力を依頼し、その人のための

「オーダーメイド型の企業開拓」をしている。この場合、企業から協力が得られれば職

場体験の実施につながり、その上、うまく行けば就職までつながっていく。この方法を

今年度から取り入れて、１件就職までむすびついた。既に開拓した事業所に対象者を何

とか合わせようとするよりは、対象者が希望する協力事業所を開拓したほうがマッチ

ングしやすいと今は考えている。このやり方であれば対象者が自分で通えるところを

探してくるため、就労準備支援事業における交通費の問題も多少緩和されるのではな

いかと考えている。 

 協力事業所の開拓にあたっては、担当者が事業所まで出向いて事業や制度について丁

寧に説明するようにしている。話していると、実はその職場には引きこもりだった人や

コミュニケーションが苦手な人が働いているという情報が得られることもあり、そう

いう話が聞けると対象者ともマッチングしやすいと感じる。実際の作業現場も見せて
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もらって、働いている年齢層も見る。また、挨拶したときに職場の人達からも挨拶を返

してくれるかどうかをみる等、会社の持っている雰囲気も確認している。事業所の中で、

社長や同僚の中に福祉的な視点がなければ、対象者が職場体験に行った先で孤立して

辞めてしまうということになりかねない。職場体験と簡単に言っても、やはりそこに至

るまでいろんな配慮をしなければならず、職場体験に行くところまできているという

ことがすごく大事なことである。せっかく職場体験に行けるようになったのにそこで

うまく行かなくなると反動も大きい。そう考えると、むやみやたらに協力事業所を開拓

したらよいというものでもないと考えている。「失敗させない」ということを念頭に置

いて職場体験を行っている。 

 

 他部門や他機関との連携について（連携先、連携内容、連携する上での工夫、連携

することによる効果、連携における課題） 

 ハローワークの常設窓口を執務室に隣接して設置しているので、とてもよく連携が取

れている。このように隣接した配置は珍しく、この距離間により、リアルタイムで情報

共有を図ることができ、同じ支援の方向性で一体的な支援を行うことができている。 

 若者サポートステーションとの連携も行っている。対象者の同意を得られた場合には

事前にケース共有を行い、対象者に関する情報を伝え、こういう点に配慮が必要だとい

うこと、若者サポートステーションを利用するにあたってはこういうところを支援し

て欲しい、といった情報も共有している。また、若者サポートステーションでの支援開

始後も情報共有を図っている。このように、小まめなやり取りを続けてきたことで、良

好な関係が築けている。 

 生活困窮者関連で年に１度、関係課や関係機関の課長級が集まって情報共有を目的と

したネットワーク会議を開催している。庁内からは福祉関係の部署から税や国保、水道

といった福祉以外の部署まで幅広く参加しており、また、庁外の機関も市社協や、ハロ

ーワーク、若者サポートステーションなど５、６機関が参加している。会議では、就労

支援の取組等を紹介し、連携の必要性を呼びかけているため、連携が取りやすい体制が

構築できているものと考えている。 

 

 事業を実施したことでの効果について 

 ケースワーカーの稼働能力に対する意識の変化が挙げられる。就労準備支援事業につ

ながる人は、ケースワーカーがこれまでも就労支援を行ってきたが、なかなか就職に至

らなかった人が多い。しかし、就労準備支援事業に参加することで、対象者に自己肯定

感が増す等、何らかの良い変化が現れ、中には、就職に結びつく人もいることから、ケ

ースワーカーに今まで働けないと思っていた人でも「この人は働けるかもしれない」、

「ひょっとしたらもっと対象者がいるかもしれない」という意識の変化が見られるよ

うになった。 
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 他所へのアドバイスについて 

 ケースワーカーの役割はとても重要である。対象者のことを一番理解しているのがケ

ースワーカーなので、ケースワーカーが就労支援対象者を捕捉できなければならない。

そのためには、ケースワーカーが就労準備支援、就労支援自体が大切な役割を担うとい

う意識を持つことが一番大事と考える。そこからすべてが始まっていくわけで、仮に素

晴らしい支援メニューがあったとしても、対象者がつながってこなければ意味がない。

就労支援の土台部分となるケースワーカーの意識を高めていくのが最初であると考え

る。 

 ただし、上記のようなケースワーカーの意識任せでは難しい面があるので、求職状況管

理台帳のように対象者を把握し、組織的に管理する仕組みづくりが大切である。また、

就労支援メニューについては、ケースワーカーの就労支援に対する意識が高まってく

ると、「対象者にこういうことをやってほしい」といった声が現場から上ってくるはず

であり、本来そうあるべきと考える。「こういうメニューがあるから、こういう対象者

をつなげてください」というのは、矢印が逆であるように思う。理想形ではあるが、現

場で困っていることがあって、このようなメニューがあったらいいなと思っているよ

うなことを形にしていくべきと考えている。土台となる現場の意見を拾っていくこと

が大切である。 

 手探りでも、何か一つでもいいから少しずつやっていくしかないと考えている。地域に

よって事情も違い、社会資源がないとか、企業がないといったこともあるだろう。なの

で、どこかの市でうまくやれていることが他の市でうまいこといくかというと、またそ

れは違うと思う。しかし、就労準備で言うと特に決まった形はないと思うので、現場に

合うものをやっていったら良いと考える。やってみなければ分からない。 

 
【長崎市】 

 支援対象者の決定方法について 

 支援対象者の掘り起こしはケースワーカーから随時対象者がつなげられるのにプラス

して、半年に１度は就労支援担当の係が生保受給者のうち稼働能力がありながら就労

収入の認定がない人をリストアップし、対象者担当のケースワーカーや査察指導員、就

労支援員、就労支援担当ケースワーカー、就労準備支援事業担当者と話をしながら行っ

ている。これにより、対象者の漏れが無いようにしている。就労可能と判断できる者に

はケースワーカーが働きかけて、就労支援員との面談につなげる。 

 新しく生活保護を受給することになった者で就労可能な者は、就労支援員が主体とな

り、どのラインの就労支援につなぐのがよいかを検討する。特に就労支援員との面談を

支援のスタートと位置付けており、就労支援員が対象者と最初に面接をする。 

 すぐ働ける場合はハローワークにつなぐ。稼働能力はあるが就労意欲は低いといった
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場合には民間委託の就労支援事業につなぐ。就職活動までに準備が必要であるが就職

活動はできそうな方は民間委託の就労準備支援事業につなぐ。昼夜逆転して生活パタ

ーンが崩れているなど、社会に出るために準備が必要そうな方は直営の就労準備支援

事業につなぐ。就労準備支援事業は委託部分と直営部分との２段階のステップを踏む

人がいることになる。 

 将来的には就労可能と思われる方でも、支援の場に出てこられない人が少なくないた

め就労支援の開始に至るまでにこのような段階を踏んでいる。まずは就労支援員や社

会的自立支援員がなかなか外に出て来られない対象者の所に家庭訪問に行って、こう

いった事業があると就労支援について説明をしながら、まず顔合わせをして慣れてい

ただくようにしている。支援員に慣れていただくと支援の場にも来られるようになる

ので、支援の場に来ることになれてくればまた別の場所に来てもらうといったような

進め方をしている。何らかの支援に乗ってもらうところまでが重要であり、支援に乗っ

てしまえば何とかうまく行くと考えている。 

 民間委託の就労支援について、準備相当の対象者には就労準備支援事業のメニューに

より支援をし、一定程度それをクリアして大丈夫というようになったら、求人を紹介す

るなどして就労支援事業の方に移行する。就労支援事業と就労準備支援事業（委託部分）

は同じ委託先で同じ担当者が支援を実施しているため、就労支援事業に移行した後も、

求職活動をする上のノウハウとして生かせるメニューがあれば、就労準備支援事業に

復習という位置づけで参加してもらうこともある。カリキュラム（支援メニュー）は対

象者の状況に応じて柔軟に使えるようになっている。 

 

 事業の実施方法について 

 就労に対してより難易度が高く経済的な自立からは遠い人、日常的な自立や社会的な

自立といった側面の支援が必要な人に対しては直営の就労準備支援事業にて支援を行

っている。直営の就労準備支援事業は、「社会的自立支援員」が担当しており、過去に

就労可能でない者も含めて社会的自立の支援が必要な人に対して行っていた事業の流

れを汲んでいる。 

 社会的自立支援員による支援については、原爆資料館において折り鶴の分別を行った

り清掃したりといったボランティア活動を行っている。 

 民間に委託している就労支援事業や就労準備支援事業は、委託先が対象者に合った支

援メニューを決めている。内容としては、まずは散歩からスタートして、ボランティア

活動や身だしなみ（メイクアップ）に関する講習を受けたりする。 

 民間委託先での支援を開始する際、対象者と委託業者との初回面談に担当ケースワー

カーも同行して、引継ぎを行っている。また、１週間分の支援記録が委託先から担当ケ

ースワーカーに届くようになっており、随時、支援の状況を把握できるようになってい

る。さらに、月に１回は就労支援担当の係のメンバーが委託先に打合せに行って業務の
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運営状況を確認している。 

 民間委託している就労準備支援事業や就労支援事業につながった対象者は、最終的に

ハローワークによるナビ事業に繋げるのではなく、そのまま就職まで決めてしまう。委

託先業者が対象者にあった求人を開拓し、オーダーメイド型の就労支援を行っている。

委託先業者の中にはカウンセラーと共に求人開拓員がおり、対象者と一緒に話し合う

中でどのような職に就きたいのかを明らかにし、その希望にあった求人を求人開拓員

が探すことができる仕組みになっている。委託先は民間の有料職業紹介事業の許可を

有する民間有料職業紹介事業者であり、民間のノウハウで就職にたどり着くというよ

うなゴールの形になっている。就職者への定着支援も行っており、就職後３か月間は担

当カウンセラーが対象者に連絡をするようにしている。定着率も良い。就労支援事業や

就労準備支援事業を通して培ってきた対象者と支援者とのやり取りを一度中断して、

またハローワークで始めてくださいという事になると少し（支援を関係構築の段階ま

で）戻らなければならないという考えもあった。 

 

 事業の委託／直営について 

 委託先は公募型プロポーザル方式で選定しており、３年間の長期継続契約となってい

る。市としては「一体的」、「連続性」を重要視しているため、それが実現できそうな事

業所を選んだ。委託先を選定する際には、自治体として大切にしているポイントを仕様

書等において明確に示すことが大切である。 

 市としては非常に難易度の高い人たちを就職という結果に導くということを念頭にお

いていたため、委託先は民間の民間有料職業紹介事業者に絞っていた。 

 

 協力を得られる事業所について 

 以前は外部のボランティア団体の活動に対象者と共に市職員も参加する形をとってい

たが、対象者が生保受給者で就労支援の一環として参加しているという点等、ボランテ

ィア団体側に説明できない部分があり活動しにくく、現在は市自体でボランティア団

体として登録し、自主運営ができるような形に移行した。その方が目的に向かって何を

すればいいかを考えて実施することができてやりやすい。 

 

 ケースワーカーや就労支援専門員への研修について 

 就労支援対象者の選定はケースワーカーが随時選定すること以外に、担当ケースワー

カーと査察指導員、就労支援を担当する係の係長、就労支援事業担当者及び就労支援員

が協議により行っている。また、担当ケースワーカーのみの支援では困難だと判断され

る就労支援対象者には、その対象者を担当するケースワーカーと就労支援担当ケース

ワーカーがペアになり一緒になって就労支援を行っている。以上の取組を行うことで、

就労支援の機能への理解が進むのみならず、就労支援以外のケースワークの方法につ
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いても理解が進むようになっている。なお、就労支援担当ケースワーカーは毎年度対象

者を変更することとしており、多くのケースワーカーが支援を受けられる体制として

いる。 

 上記体制は、就労支援の成果を上げるという発想がベースである。担当ケースワーカー

が一人で就労支援を対応するのは困難であるため、組織として、ケースワーカーが一人

で何でもやるのではなくチームで支援をしていこうということになった。就労支援を

担当する係のケースワーカーは持ちケースを半分以下にしてフォローできる余力を作

っており、上司も巻き込んで行うようにしている。そのような流れの中で、副次的に

OJT のような機能、ケースワーカー全員に教育できるということが出てきた。もとも

と、ケースワーカー自体が就労指導や就労支援員のノウハウを知らないという現状も

あり、就労支援について一般のケースワーカーにも実践の場で掴んでもらいたいとい

う考えもあった。 

 ケース検討の際には係長（査察指導員）も同席しているので、係員がどういう所で困っ

ているかが分かるようにもなっている。また、就労支援員も同席するため、支援の視点

について学ぶこともできる。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 就労支援員の重要性を認識している。就労支援員はプラットフォームである。就労支援

の専門家としてのフィルターを通して、対象者を適切な所に導いてくれる。粘り強く、

傾聴するという姿勢で支援者に寄り添っている。 

 ケースワーカーが就労支援に送り出した後は、就労支援員がどのような支援を行うの

が良いかを検討してくれる。就労支援員としてはシュートを決める（就職を決める）と

いう点に魅力を感じるということもあるかもしれないが、トスの存在にもなってくれ

て、「このような支援をするのが良いのではないか」といった良いボールを出してもら

える。ハローワークや業務委託などといった器を用意することは大切であるが、実は直

営で行っている部分の工夫が無ければ成り立たないと考える。 

 
【釧路市】 

 支援対象者の決定方法について 

 現在の就労支援は、平成 16年度、17年度の 2カ年で国のモデル事業として行った生活

保護受給者のうちの母子世帯を対象にした自立支援事業がベースになっている。この

事業が目に見える成果が出たため、働ける者がいる世帯全部に広げて自立支援プログ

ラムを作ることになった。管理監督型の生活保護制度では、対象者の自尊感情を喪失し

てしまい、就労意欲も低くしてしまう。ケースワーカーからあれダメ、これダメ、と言

われたことだけやっていると働く気もなくなり働かない理由を探すようになるもの。

社会参加するための習慣的な「居場所」作りをすることで、より就労しやすい環境を作
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るということが必要であるということが、モデル事業を通して分かった。 

 就労可能であるがすぐに働けなかったり求職活動が出来なかったりする対象者には、

「就業体験プログラム」や「就業体験的ボランティア事業プログラム」、「日常生活意欲

向上支援プログラム」の内容（メニュー）を説明し、参加したいものを選んでもらう。 

 ケースワーカーがアセスメントをして働ける状態であると判断した対象者は、就労支

援プログラムを使い就労支援専門員と面談をしてどのような仕事ができるかを判断し、

ハローワークにつないだり、市の無料職業紹介事業を利用したりして求職活動を行う

ことになる。 

 就労支援を担当するのは第７係。総勢６名。第７係のケースワーカーは他のケースワー

カーよりも持ちケース数を減らしている。 

 

 事業の実施方法について 

 就労準備支援事業には、「日常生活意欲向上支援プログラム」、「就業体験的ボランティ

ア事業プログラム」、「就業体験プログラム」がある。 

 各メニューへの参加は年１回募集する。２月頃にボランティアを担当する自立生活支

援員（嘱託職員２名）が「ボランティアに参加させるような人はいませんか」とケース

ワーカーに案内し、各ケースワーカーが新規で参加する対象者や継続する対象者を自

立生活支援員に渡す。そこで参加者とボランティア先を決定して、４月からスタートす

る。期間は３月末まで。基本的には同じメニューを１年続けて行う（動物園等、休みの

期間があるものもあれば、１年連続するものもある）。とにかく慣れてもらう、ボラン

ティアに通う生活をしてもらうというのが目的であるため、途中で働きたい場合には

いつでも辞めてよいということになっている。 

 自立生活支援員は協力事業所や対象者との連絡調整役。特に対象者については、ケース

ワーカーとの関係性は上下になっているので、自立生活支援員は横並びの関係。自立生

活支援員を入れることで対象者の愚痴を聞くこともできる。協力事業所からも、職員に

までは伝わってこないような不平不満、クレームみたいなものあれば、自立生活支援員

にこっそり言うこともできる。そのような役割を担ってもらっている。そのほか、事業

所から対象者についての報告があれば第７係の担当者やケースワーカーに報告したり、

ボランティア先に行ったりしてもらっている。協力事業所向けの説明会の会場設定な

ど運営も担当してもらう。ボランティア先は現在 20所程度。多いところで週１回 20～

30 人（月、水、金で分かれて 10 人ずつとか）、少ないところでは１人～２人が参加し

ている。 

 どのプログラムからスタートするかは対象者が決める。ボランティアの募集をかける

前に、「状態像ごとの○○プログラム」という見せ方をせず、ボランティア（インター

ンシップ含む）のメニューを並列に紹介するパンフレットを対象者に渡して説明する。

場合によっては対象者の状態像が想定している状態にまで至っていないこともあるが、
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基本的には本人の希望するものに参加してもらう。行きたいところに行こうという考

え方。 

 「日常生活意欲向上プログラム」の中には雑巾縫いのメニューがある。社会参加する以

前に、朝起きて夜寝るという生活ができない人が多いため、その人たちに向けたメニュ

ーである。週に１回、決まった時間にアトリエに通ってもらい、２時間から５時間そこ

に滞在して雑巾縫いをしたり、そこにいる人と話をしたりして過ごしてもらう。週に１

回だけでも必ずそこに行くという生活のリズムをつけてもらうところからといった、

最も初歩的なメニューである。 

 日常生活自立ができている者を想定したものに「就業体験的ボランティア事業プログ

ラム」のメニューがある。かつてモデル事業で行っていたような介護施設での作業や、

動物園に行ってサルやクマの餌を詰める作業、動物園の落ち葉を拾う作業などを行う。

４月から 11 月の雪が降るまでの間、決まった時間に行って参加してもらう。例えば、

動物園は空港近くにあるが、市内から自分でバス乗って動物園まで行って、動物園のス

タッフの指示に従って作業してもらう。動物園の他には公園や病院など。何の作業をや

るかは施設・事業者ごとにお任せしている。ボランティアとして作業するため工賃は発

生しない。 

 社会生活自立が出来ている者を想定したものに、「就業体験プログラム」のメニューが

ある。これはボランティアの一つ上の段階で、いわゆる生産活動を行う。知的障がい者

とか精神障がい者の授産施設でのクッキー作りなど。障がい者の方と一緒に作業して

作ってもらう。工賃は発生しないが、仕事をするということで自信をつけてもらう。他

にも、農園での農作業など。要は、よりお金を生み出すことに近い生産活動に従事して

もらい、自信をつけてもらうというプログラムである。 

 就業体験プログラムまで来た人は、次に「就労支援プログラム」（就労支援事業）に入

っていく。就労支援プログラムには「インターンシップ」がある。就業体験プログラム

に近いもので、１日働きに行ったら 1000円だけもらえるというやり方をしている。そ

れで自信がついて、実際に仕事として会社で雇ってもらえるということになったらそ

のまま雇用されることもある。仕事の手前のトライアルという位置づけである。 

 流れとしては就労支援専門員が面接をし、ハローワークに行けそうな人は行ってもら

うが、まだそこまでの状態ではない人、例えば、自分で履歴書を持って応募するのは難

しいのではないかと思われる人については無料職業紹介事業（市独自の事業）を利用し

て本人の希望に合いそうな事業所に見学に連れていったりする。例えば水産工場だっ

たら加工場のラインを事業所に案内してもらう。対象者が働けそうだと思ったら、後日

面接したり、場合によってはその場で面接が始まる。対象者と共に第 7担当の担当者も

行って、就労支援専門員も行って、手厚くサポートしている。 

 無料職業紹介は福祉事務所が実施しているもの。釧路市を無料職業紹介事業所として

登録している。それを担当しているのが、就労支援担当である第７担当。担当者は２名
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いる。この２名の担当者が事業所の開拓をしたり、対象者を面接や職場見学に連れてい

ったりする。現在は 200近くの事業所が登録されている。無料職業紹介事業の求人には

短い時間の仕事が多く、基本的にはハローワークの求人とはかぶらないようにしてい

る（ハローワークと無料職業紹介事業の両方に登録している会社もある）。無料職業紹

介事業に登録している事業所は、生活保護の部署ということを分かったうえで登録し

てもらっているため、紹介する人も保護受給者だということを分かっている状態。事業

者にある程度の融通を利かしてもらうことができる。例えば、最初は事業所から週に５

日、フルタイムで勤務できる人が欲しいと言われていても、こちらから「半日だけなら

働きたいといっている人がいる」と言えば調整してもらえたりする。本人の要望に応じ

て相手先に合わせてもらうことができる。 

 無料職業紹介事業の事業所開拓は大変である。例えば、ホテルがオープンするという情

報を聞いたら、ホテルに直接電話して、「こういう人がいるが、雇用はどんな状況でし

ょうか、登録してくれませんか」と説明したり、出向いて説明したりしている。 

 無料職業紹介事業で紹介する求人は、経済的に自立できるほどの給料を稼げるものば

かりではない。短時間の最低賃金で１日数時間のみの仕事といったものが多々ある。生

活保護からの経済的な自立を目指すのであれば、まずはハローワークでの正規求人を

拾うのが一番というとこになる。ただ、最近は無料職業紹介事業でも１人なら余裕で自

立ができるような求人も出てきているので、仕事ができそうな人はその求人を紹介し

たりしている。 

 

 協力を得られる事業所について（連携内容、開拓方法、協力を得ることの利点、協

力を得る上での課題） 

 協力事業者へは委託として委託料を払っている。ボランティアの管理や報告をしても

らうため。ボランティア保険もかけている。毎年、協力事業所に集まってもらい事業の

趣旨を説明する。ボランティアとして活動することが目的ではなく、働けそうかどうか

というアセスメントもなるべく視野に入れてほしいと伝えている。 

 

 事業評価について 

 参考として、SROI（社会的投資収益率）を活用している。分母には実際にかかったお

金（市の人件費や委託費など）を置き、分子には対象者が得られた効果（勤労意欲が出

た、生産活動に貢献できた等）を架空で金銭換算したものを置いて、割り算して１を超

えれば効果が出ているという考え方。慶応大学の伊藤先生が第一人者であるが、職員の

中にこの評価方法を見つけた者がおり、使いたいと考えて伊藤先生に話を聞きに行っ

たのがはじまり。 

 SROIは PDCAの中で役に立っており、SROIを計算するにあたって、そのプロセスの

中で対象者や協力事業所に話を聞くことがとても勉強になる。 
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 他部門や他機関との連携について 

 生活保護についての相談を行う部屋の向かいにハローワークのブースを設け、物理的

にもすぐに求職活動が行える環境が整った。市と労働局との勤務時間は違っているが、

市の時間にあわせてハローワークのブースを開けてくれている。以前は、遠く離れたと

ころにハローワークがあったため、対象者が行きにくいという状況があった。 

 

 事業を実施したことでの効果について 

 対象者にとっても良いが、支援者にとっても「やれることをやっていきましょう」とい

う姿勢を示せるのが良い。仕事を紹介するだけであれば「働けない」と言われればそれ

までになってしまう。「面接行きました、落ちました、だから私は働けないんだ」と言

われたら、（準備事業等がなければ）その対象者はずっと働かないままになってしまう。

しかし、「面接に落ちても、ボランティアはできますよね。では、これをやってみまし

ょう。」と言うことができる。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 この支援がなければ「働けない」という対象者への二の手がない。この支援を作ること

によって、対象者に選択肢を与えることができる。必ずどこかに参加してもらうという

ものを作るのが大事であると思っている。 

 単に「働く」というだけでは選択肢としては狭い気がする。その中で、無料職業紹介は

とても大きな役割を果たしていると感じている。無料職業紹介では対象者にまず見学

に行ってもらうので、「こんな仕事とは思っていなかった」といったミスマッチがなく

なる。よって離職する割合も減っていく。 

 
【会津若松市】 

 支援対象者の決定方法について 

 すぐに生活保護受給者等就労自立促進事業につなぐことができない対象者を、被保護

者就労支援事業にて支援している。 

 対象者の選定については、高校生や傷病・障害者、母子世帯を除く稼働年齢層で、生活

保護を受給している方、もしくは生活保護を新規申請した方を対象にしている。生活保

護を新規申請した方には、申請の段階から被保護者就労支援事業の紹介をすることと

している。例えば、申請段階の方であっても、「ハローワークに一緒に行きませんか」

「市役所に相談しに来ませんか」と声掛けをするようにしている。また、母子世帯であ

っても、子どもを預けることができて短時間でも働けるような方については、国の事業

実施要綱には対象者から除くとあるが、個別に対応している。 

 対象者の選定については、まずは傷病・障害阻害要因の有無を確認し、傷病・障害が無
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い場合、本人の要因やその他の家族等に就労を阻害する要因があるかどうかを確認す

る。ここで阻害要因があると判断されるケースとして、世帯に高校在学中の子どもや就

学前児童がいる、家族の介護・看護等が必要である、社会性の欠如等が疑われるといっ

たことが挙げられる。阻害要因が無いと判断された場合、現在就労しているかどうかを

確認し、就労していない場合に就労指導を行うこととしている。支援を行う際には、対

象者本人から「自立活動確認書」を提出してもらう。 

 選定会議は随時行っており、参加者は、担当ケースワーカー、査察指導員、就労支援専

門員の３者である。選定に係るチェック項目のようなものは特に無い。会議は、生活保

護の新規申請段階では必ず行っており、生活保護受給を継続している方であっても、対

象者本人の状況が変わった際は随時選定会議での検討を行っている。月平均５～６件

程度となる。 

 

 事業の実施方法について 

 就職後のフォローアップとして、就労支援専門員が事業所側と対象者と調整をした上

で、事業所訪問を行うことがある。その場合は、就職してからあまり長い期間を置くこ

となく、就職後１か月以内に訪問することにしている。就職後のフォローアップにおい

て、就労支援専門員との関わりを希望しない対象者もいるので、基本的には対象者本人

の判断に任せざるを得ないのが実情であるが、対象者が継続的な支援を希望する場合

は、就労支援専門員がフォローアップを行っている。 
 日常生活支援員が１名、就労支援専門員とは別におり、現在の日常生活支援員は管理栄

養士の資格を持っている。生活リズムや食生活が整っていない方もいるので、本来は糖

尿病等の生活習慣病の改善を重点に置いているが、当市では働けそうな方の生活習慣

を改善することで就労支援に結び付けられないかということで考えている。生活習慣

や健康管理については、就労する上での基礎的な力であり、今以上に重篤化しないよう

対象者にアドバイスすることが主な支援内容である。運動や服薬指導等を家庭訪問時

に行っており、必要な場合は、担当ケースワーカーと一緒に家庭訪問を行うこともある。

朝決まった時間に起きるなどの社会生活を営む上での基本的な生活習慣に関する支援

については、日常生活支援員が一人しかいないこともあり、現在は手が回らず十分な支

援ができていないが、本来はそれも行うことができればよいと考えている。 
 

 事業の委託／直営について 

 生活保護では就労支援専門員が２名、日常生活支援員が１名、計３名の非常勤職員が直

営で就労支援を行っているが、生活困窮では就労支援専門員２名だけでなく、学習支援

も非常勤職員２名（小学生担当１名、中高生担当１名）が直営で支援を行っている。ま

た、生活困窮者自立支援法における「子どもに対する学習支援事業」は任意事業である

が、市長の判断により直営で行っている。地域福祉課内で生活保護と生活困窮を担当し
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ていることから、連携は密に行っており、生活困窮者の学習支援については被保護者も

活用している。生活保護世帯の中で学習支援が必要な方（子ども）がいる場合、学習支

援の支援員につなげるケースもある。日常生活も関わりながら、必要に応じて負の連鎖

を防ぐことにもなる学習支援につなぐことができる点は、同じ課内であるからこそで

きる支援であり、直営のメリットであるとも考えている。県内で生活保護世帯の子ども

への学習支援を行っているところは無いが、現在は学習支援を行っている自治体は全

国的に多く、生活困窮よりも生活保護世帯の子どもへの学習支援が多い。中学生の場合

は高校に進学するまで支援しているが、就労支援と同じで、高校入学で終わりでなく、

入学後に退学しないようフォローアップにも力を入れている。 
 

 他部門や他機関との連携について 

 対象者には、障害者支援課と連携して「中間的就労」を案内したり、子ども家庭課や子

ども保育課と連携して保育園の空き状況等を案内している。また、生活保護受給世帯に

高齢者がいる場合、介護認定を受けていない対象者もいるので、高齢福祉課と連携して

介護サービスを案内したりしている。さらに、日常生活支援員（地域福祉課所属）を配

置していることから、健康増進課とも連携しており、健康増進課では子どもがいる世帯

への家庭訪問も行っていることから、日常生活を整える意味合いで連携を図っている。 
 

 他所へのアドバイスについて 

 生活保護受給者の中には、働こうとする意欲の問題以前に、生活習慣病を理由として働

けない方もいる。そのような方に、日常生活支援員がアドバイスすることで、生活習慣

を改善させるきっかけとなって病状の改善も図られていくことになると、就労に際し

ての一定の準備が整うことにつながると考える。 
 
【上尾市】 

 支援対象者の決定方法について 

 被保護者就労支援事業の対象者の選定は「分析会議」にて検討される。「分析会議」で

は、生活保護開始前に、そもそも生活保護の対象となる方なのかどうか、また生活保護

費を扶助するに当たってどういった項目を重点的に支援するかどうかを検討するが、

その項目の一つに「就労」がある。そして、その内容を踏まえて就労支援専門員（非常

勤職員）と支援の内容と開始時期を協議するのが対象者選定の流れである。「分析会議」

のメンバーは、福祉事務所長（部長）、次長、課長、査察指導員（全３名）、ケースワー

カー（全 18名）であり、会議の開催頻度は週１回である。 

 「分析会議」にて対象者にどういった支援が可能かどうかを検討するが、会議及び対象

者選定に係る規定やガイドラインは特段設けていない。対象者の選定に係る「アセスメ

ントシート」を作成しており、病歴、生活歴、負債、実施責任（保護の実施機関の要保
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護者に対する保護の決定実施の責任）、他法他施策（年金や自立支援医療制度等、他に

利用可能な制度は無いかどうか）を確認している。 

 

 事業の実施方法について 

 被保護者就労支援事業は、外部に委託はせず、直営で実施している。 
 すぐに就労につながらないような対象者も中にはいるが、まずは市役所の窓口に定期

的に来てもらうことを主眼とし、その上で、身なり・服装や生活面に関するアドバイス

を就労支援専門員との面接の中で行っている。特に、一人暮らしの男性などで、食生活

や健康面に不安がある対象者の場合、生活保護主管課である生活福祉課内にケースワ

ーカーとは別に「健康相談員」がいるので、「健康相談員」につないで健康支援をしな

がら就労支援を行っている。健康支援については、平成 24 年度から支援を開始した。
保健師や看護師を配置して生活保護受給者の健康相談を行ったり、医療レセプトから

判断して生活改善を促すなどの取組を実施している。医療費削減を目的とし、現在の福

祉事務所長（部長）が課長の時に取組を実施することとなったが、保健師を生活保護主

管課に配置している自治体がそもそも少なく、県内で初の取組であった。対象者に窓口

まで来てもらうことは常々課題であると感じているが、健康相談につなぐと、それによ

って市役所まで来所してもらえることから、就労支援の窓口にも来てもらうことにつ

ながっている。 
 定着支援について、フルタイムで週５日勤務の場合だと、なかなか面接の場を設定する

ことは難しくなるが、就職して１か月後に、対象者が今どのような状況であるか、仕事

を続けていけるかどうかの確認のために面接を行うこととしている。就職が決まらず、

長期間就労支援の面接に来ており信頼関係が構築されていた対象者が多いこともあっ

て、就職後の面接に来てくれる対象者は多い。また、生活保護が廃止になった対象者で、

就労支援窓口に来てくれる方もいる。 
 当市は就労支援に資する資格保有者が多く、「くらしサポート相談窓口」の職員は「FP」

の資格を持っている。なかには「保健師」や「社会福祉士」の資格保有者もいる。現在

の査察指導員はケースワーカー経験者が担当しており、各支援ケースに対し、支援や相

談の流れ等を十分に踏まえたアドバイスができるような体制になっている。 

 
 事業の委託／直営について 

 被保護者就労支援事業を直営で実施する理由として、就労支援はケースワーカーの本

来業務の一環として捉えており、外部に委託してしまうとケースワーカーの業務から

「就労支援」が分離されてしまうと考えることもあり、直営で行うこととしている。 
 

 事業を実施したことでの効果について 

 対象者を健康相談につなげて、生活や運動に関する指導をしたことにより、糖尿病が改
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善され、より就労しやすい環境が整うなどの効果が見られた。 

 
【調布市】 

 支援対象者の決定方法について 

 就労支援の対象者については、ケースワーカーが稼働年齢や、病気・障害等があっても

病状照会を行うなどして軽作業であれば就労可能であるなどの医療的判断を考慮しな

がらアセスメントを行い、ケースワーカーと就労支援専門員で見立てが異なることも

あることから両者も加わって行う。その際には「就労支援アセスメントシート」を用い

るが、これは大きく分けて、「１．就労能力等」、「２．就労意欲・活動」、「３．（担当ケ

ースワーカーが）希望する支援方針」で構成される。「１．就労能力等」は、対象者の

基本情報の他、「健康状態」、「生活状況」（日常生活上の自立に課題、社会的な自立に課

題、就労意欲・技術等に課題、課題なし等）、「就労能力・状況」（学歴、職歴、活動状

況等）、「活動できてない、決まらない要因」（記述）等の項目がある。「２．就労意欲・

活動」は、「意欲の程度」（５段階及び「無し」）、「希望職種」（「職種へのこだわり」（５

段階及び「弱い」）を含む）、「客観的能力と希望の差」（５段階及び小さい）の項目があ

る。「３．希望する支援方針」は、「支援内容」、「目標」等の項目がある。そして、月に

２回開催される「就労支援検討会議」で、傷病や障害を持つ方々にどのような支援がで

きるのかを検討する。 

 

 事業の実施方法について 

 「就労意欲形成プログラム」では、ハローワークの支援では就労に至らなかった原因、

何ができなかったかを面談を通じて振り返る。例えば面接の受け答え等がよくなかっ

た、指定した時間・場所に辿り着けなかった等といったことが挙げられ、普段の対象者

の受け答えがしっかりしていると支援者側も問題ないと判断してしまうが、実際には

できていないことが見られたりする。対象者もしくは応募先企業の同意を得られない

場合以外は、委託事業所の支援者が面接に同行する。また、支援者が面接に同席するこ

とで、面接の際に、前職の退職理由等についてもっともらしい回答を言うことができな

かったり、面接でふんぞり返ったりしていたりするということが分かる場合もある。そ

うしたハローワークではわからない不採用の原因でも、委託事業者から分かることも

ある。 
 支援の段階でまずは面接指導が必要というのは分かることもあり、それに応じて就労

支援のプログラムを決めていくが、面接指導は必要ないだろうと判断しても、就労準備

支援事業の委託先が行う「面接同行」をすると、面接時の受け答え等、対象者本人でも

気が付かないような細々とした状況が分かり、次回の支援に活用できることもある。そ

うした外側からの評価も踏まえて、具体的な指導を行うことができる。 
 また、対象者が応募先企業に行かなくても、応募先企業の採用担当者が委託事業所に来
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てくれて面接を行うこともあり、対象者が行き慣れた場所での面接ができて安心感が

あり、普段の自分が出せるということもある。それは委託事業者がもともと職業紹介事

業者ということで企業へのアプローチに長けているということもあると考えられる。

例えば、マンション清掃の求人でマンションが駅から遠く離れた場所にある場合は、１

回目の面接は委託事業所で行い、互いに顔を知った後で２回目は現地の確認をしまし

ょうといったきめ細かいアレンジをしてくれることもある。 
 対象者が傷病や障害を持っていることもあり、希望する時間や職種等対象者本人のニ

ーズや制約等を汲みながらの求人開拓も行っている。「オーダーメイド求人開拓」と呼

ぶこともある。 
 引きこもりや社会性が十分に身に付いていない方のために、社会性を身につけるため

のプログラムを用意しており、近隣の寺への散歩、ヨガ教室、たこ焼きパーティー、農

業体験、プランター（花を植えてその成長を見てもらうことで来所の習慣が付く）等が

ある。直接的に就労につながることではなくても、仲間と楽しむことや会話をすること、

外に出るきっかけ作りを行っている。パソコン講座のような就労と直接的に関係する

活動もあり、目標としては就労であるが、対象者同士で近況を話すうちに刺激されて自

分も頑張ろうという気持ちになり行動に移されるなど、会話をしながら切磋琢磨し態

度などが変わっていく様子が伺え、大変良いプログラムだと認識している。これにより

リズムが付き、本人の意欲が上がっていくと考えている。 
 他に、委託先は、面接時の洋服の貸出、履歴書用の写真の無料撮影、履歴書の代理作成

等も行うこともある。対象者も自分一人で行うよりも、誰かが助けてくれると安心する

ようである。 
 職場定着サポートについては、もともと職業紹介事業者として民間企業とのつながり

が強く、委託事業所から企業に電話連絡をして対象者の状況や困っていることを聞い

たりしている。対象者は就職後も委託事業所に来所することもあるので、その際にこう

いった部分を直していこうといった話をしたりしている。また、企業に訪問して対象者

を励ましたり、対象者に対する企業の評価を聞いたり等、企業訪問を頻繁に行っている。

定着支援の期間は３か月であるが、１週間、１か月、２か月、３か月のスパンで支援を

行っており、足繁く企業に訪問してパイプ作りを行うことで、今回就職した方が離職し

たとしても、次に繋げることができている。 
 

 事業の委託／直営について 

 委託することでケースワーカーの就労支援に係る負担軽減につながったり、対象者に

合った求人開拓等ができるようになったので、委託したことのメリットは大きい。プロ

グラムを始めた当初は、就労しやすい方々はどんどん決まっていき、対象者が就労意欲

の低い方や障害を持つ方ばかりになった時に課題となりつつあったが、それは委託と

いう形式を取っているからというわけでもなく、現在は委託先と連携・情報共有をしな



131 
 

がら支援できているので、委託することの課題というのは特段無い。 
 

 他部門や他機関との連携について 

 庁内での連携として、障害福祉課、子ども家庭課、若者サポートステーションを管理し

ている産業振興課とは情報交換をしている。母子関係部門とは月１回、障害福祉部門と

は年１回の会議を行うこととしている。毎月開催している就労支援担当者間の会議で

ある「ハローワーク連絡会」では、ハローワーク、子ども家庭課、委託先、生活保護担

当が集まる。その連絡会では、まず生活困窮者について、次に生活保護でない母子家庭

の方について、最後に生活保護受給者全般についての、対象者の状況や支援内容等の情

報交換を行う。そこで、母子世帯向けの制度や都の支援制度等、生活保護受給者も利用

可能な支援制度の情報等を共有している。 
 

 他所へのアドバイスについて 

 被保護者就労準備支援事業の委託先は、本人のニーズに合わせた求人開拓や就労支援

をすることで対象者本人の安心につながっている点が、よいところだと考える。また、

対象者に寄り添った支援をしてくれているので、対象者が就労に対して不安を持って

いても、その人に合った過去の就労決定事例や定着成功事例を紹介したりして不安の

解消に努めてくれている。委託事業所の所内には就職が決まった卒業生の応援メッセ

ージが、年代別に掲示されており、中には自分よりも高齢の方の応援メッセージもあっ

て、対象者は自分でもできるかも知れないと勇気づけられているようである。こうした

取組は対象者への支援をしていく上で、有用と感じている。 
 
【南アルプス市】 

 支援対象者の決定方法について 

 支援決定までの手順について、まず稼働年齢層 65歳未満の方について、それぞれの健
康状態に応じ、対象者本人の申述やケースワーカーからの情報提供、就労支援専門員と

の面談により、「健康（健康上支障が無い方）」と「病気（病気を患っている方）」の２

つに振り分ける。そこで「健康（健康上支障が無い方）」に振り分けた対象者について

は、就労支援専門員が個別面談を行い、「就労支援個人シート」を作成している。通院

歴等、健康上支障がある対象者に関しては、主治医から「就労意見書」を発行してもら

い、そこで就労可能と判断された場合には、健康上支障が無い対象者と同様に就労支援

専門員が面談をし、「就労支援個人シート」を作成している。 
 「就労支援個人シート」は、内容としては、「経歴等」、「職歴」、「（希望する）勤務条件」

（希望職種等）、「（希望する）就労内容」（雇用形態等）、「求職活動・就労にあたって不

安に思っていること等」等である。また、「その他」の項目では、現在の健康状態や入

院歴・通院歴といった身体的・精神的な環境、コミュニケーションや人との関わり方と



132 
 

いった社会的環境、収入があるか、年金をもらえるか等といった経済的環境も聴取し、

対象者が抱えている問題や不安を聞くようにしている。 
 「就労支援個人シート」を作成した後、これらの情報等を踏まえて、ケースワーカーと

査察指導員と就労支援専門員の３者で話し合い、支援対象者とその支援方法を選定す

る。支援方法は、「①生活保護受給者等就労自立促進事業」、「②被保護者就労支援事業」、

「③意欲喚起支援等」の３種類がある。 
 「②被保護者就労支援事業」は、就労支援専門員を配置している事業であり、就労に当

たり何らかの阻害要因のある対象者や就労意欲の低い対象者、中高年齢層等、就労に際

してサポートが必要な対象者が支援対象である。支援内容は、対象者との定期的な面談

や求職相談、ハローワークへの同行や助言等、対象者に寄り添った細やかな支援を行っ

ている。 
 「③意欲喚起支援等」は、生活リズムの乱れやコミュニケーションに問題がある等、就

労を目指すにも、その前の準備段階の支援が必要な方が対象である。「③意欲喚起支援

等」は、カウンセリングやセミナー、ボランティア活動、職場体験、職業訓練等をケー

スワーカーと協議しながら、対象者に提案をして進めている。 
 ケースワーカー、査察指導員、就労支援専門員の３者での話し合いは、会議という形態

ではなく、それぞれ隣同士に座っていることもあり、随時行っている。 
 各事業の振り分けは、就労意欲の高い方や、阻害要因が無く、自立の可能性の高い方に

ついては、「①生活保護受給者等就労自立促進事業」につないでいる。ただし、管轄の

ハローワークが甲府にあり、当市の福祉事務所から遠くて通いにくいことから、通えな

い対象者については「②被保護者就労準備支援事業」を利用して、福祉事務所から近い

鰍沢のハローワークに通ってもらったり、福祉事務所の手元にある求人情報やフリー

ペーパーを使っての支援を行ったりしている。 
 

 事業の実施方法について 

 就労意欲が低いように見受けられる対象者も多く、一旦就職しても解雇されてしまう

不安や、人と関わることが不安、就労経験があまりにも少ない場合等、色々な対象者が

いるので、まずは就労意欲が低い原因を探るという意味で、就労支援専門員との面談や、

ケースワーカーや査察指導員との話の中で、なぜ就労しようとしないのか、求職活動を

しないのか等を聞くようにしている。そこで、就労することの意味やメリット等も説明

し、対象者と一緒に考えて、同じ方向を向くようにしている。就労意欲が低い理由等も

理解するようにして、一緒に考えて解決策を探りながら、元の生活に近付けるように意

欲喚起も図ったりしている。また、成功事例等を伝え、同じような方で上手くいった方

の話等を伝えることによって、勇気ややる気等が出てくる場合もあるので、こうした働

くことによるメリットも話している。 
 その他、決まった時間に集合し、それなりの身なりで来ることができるかどうかという
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ことを、ボランティア活動を通して確認することがある。ボランティア活動の際は、シ

ルバー人材センターや体育協会といった外郭団体等のネットワークを使って、活動場

所や案件を確保している。例えば、ある一人暮らしの方の家の中の物が散らかっていて、

その片づけをするのに社会福祉協議会のボランティアと一緒に行ったり、地域の集ま

りの時にお団子やおやつを作るといった内容で、給料は発生しないものの、対象者の自

己肯定感を上げるような機会を作っている。また、落ち葉拾いといった地域清掃や子ど

もに折り紙を教えるような活動もあった。面談の中で、昔の得意分野であったり、人と

関わるのが好きだという話を対象者から聞き、それが生かせるような形でボランティ

ア活動に関わってもらっている。活動の場所は、その都度担当職員が開拓したり、社会

福祉協議会や体育協会といった外郭団体、シルバー人材センターから情報を集めてい

る。 
 定着に向けた取組として、就職後には定期的に連絡を取っており、対象者が仕事中等で

連絡がつかない際は、留守番電話を残すことで、都合のよい時に折り返しの連絡をくれ

て、その時々の状況を知らせてもらっている。前もって、就職後も連絡するのでその際

は様子を教えてほしいと伝えており、また、電話に出られる時でよいとも伝えているの

で、仕事の休み時間等、対象者の都合のよい時に折り返しをもらっている。就職先の事

業所に直接訪問するわけにはいかないので、対象者本人と連絡を取り合っている。 
 生活自立の向上度」、「経済的自立の向上度」、「参加者の意欲の変化」については、基準

表等で明記はされていないが、ケースワーカー、査察指導員、就労支援専門員の３者の

話し合いにより評価している。評価内容としては、目標とする期間を定め、期間終了の

頃に再度話し合いを開き、支援方法等について検討し、目標が実現できたのかどうか、

課題は何であるか等を話し合う機会を持っている。 

 

 事業の委託／直営について 

 事業を直営で実施することの利点は、対象者と直接関わることができるので、現在抱え

ている悩みや相談事等を直接聞くことができ、早期に関わって、問題解決の支援ができ

る点だと考えている。支援方法においても、対象者の状況を確認しながら変更したり、

内容を変えたりすることが可能となっている。 

 

 他部門や他機関との連携について 

 ハローワーク以外の関わりとして、生活困窮者自立支援制度の中に「無料職業紹介事業」

があるので、そのネットワークを利用したり、職員のネットワークを活用して、その職

員の知り合いの事業所を紹介してもらう等がある。総合福祉相談課（生活保護主管課）

は、生活困窮者の支援も所管していることから、そこでのノウハウの活用も検討しなが

ら、それぞれ担当者が異なるものの、就労を含め、普段の業務から担当者間で連携を図

って支援を進めている。生活保護及び生活困窮世帯では母子世帯が多いことから、同じ
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課内の「家庭児童相談員」につなぐケースも多く、子どもの保育園の状況等も踏まえな

がら、対象者の就労について話し合っている。他に、障害福祉課所管の「障害者相談支

援センター」とも連携を図っている。 

 
【宇治市】 

 支援対象者の決定方法について 

 支援対象者の決定までの手順としては、生活保護受給者のうち、担当ケースワーカーが、

15 歳以上 65 歳未満の稼働能力層について庁内の生活保護システムから抽出する。そ
して、障害者や明らかに就労できない方等を除き、就労可能かどうか疑義がある方も含

めて、「稼働能力判定会議」の検討対象とする。 
 「稼働能力判定会議」は、時期としては年度内に９月頃と１～２月頃の２つの時期に、

それぞれ３週間ほどかけて５，６回ほど開催する。１～２月の２回目の会議では、９月

の１回目の会議で判定しきれなかった方、傷病の状態が確認中であった方、１回目の会

議以後に新規開始となった方が対象となり、１回目ほど対象者は多くない。会議の参加

者は、課長、副課長、担当査察指導員、就労支援専門員、担当ケースワーカーである。

なお、当市の査察指導員は全４係に各１名の計４名、就労指導員は 1名、ケースワーカ
ーは育休中の１名も含め 27名である。 

 「稼働能力判定会議」の中で、一人一人、稼働能力の有無や、病状調査の実施の必要性

の有無等を判定し、さらに判定を受けて、ケースワーカーの独断で支援を行うのではな

く、対象者とその支援方針を決定するための「就労支援検討会」を毎週１回実施してい

る。これは「稼働能力判定会議」の中で詳しく支援方針を検討する必要があるであると

か、査察指導員、就労支援専門員、ケースワーカーが支援内容について会議の中で検討

して欲しかったり、悩んだりしている場合などに対象とする。対象者数は、毎週異なる

が、一つの係当たりで約３～４名前後いる。会議の参加者は、課長、副課長、全査察指

導員、就労支援専門員、担当ケースワーカーである。 
 これらの会議を経て、一般就労が可能と見なされると、ハローワークと連携して行う就

労自立促進事業へとつなぐ。障害者や長期離職者等については、就労支援事業へとつな

ぐ。 
 「就労支援検討会」に諮ったケースについては、「福祉事務所全体会議」の場で、担当

ケースワーカーから発表してもらっている。それにより、他のケースワーカーにも、類

似したケースでの対応に活かしてもらったり、もしくは「就労支援検討会」に積極的に

挙げてもらうためのきっかけとしてもらうことを狙いとしている。 

 

 事業の実施方法について 

 課内で、組織図上の組織とは別にチームを作って活動しており、具体的には、就労支援

チーム、研修チーム、事務改善チーム、年金調査チームがある。就労支援チームについ
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ては、査察指導員及び就労支援専門員の他、本年度はケースワーカーが６名おり、さら

に３名ずつのＡチーム、Ｂチームに分けている。Ａチームでは、庁内の生活保護システ

ムを用いた対象者の抽出や保存、担当者の人事異動等に伴う引継ぎをシステム上スム

ーズに行うための検討等を行い、Ｂチームでは、勉強会や見学等の外に向けたアプロー

チの検討等を行っている。 
 

 他部門や他機関との連携について 

 庁内では、文化自治振興課や商工観光課から、週に１回、担当者が、求人の情報や地域

活動の情報等を共有してくれるような関係作りをしている。 

 外部との連携ということでは、本年度末に、市内及び近隣地域の福祉事務所、就労移行

支援事業所（Ａ型、Ｂ型）、就労支援を行っている民間企業、NPO等を集めた、情報交

換会を開催した。そうした場を設けることにより、ネットワーク作りができたり、互い

の事業内容等を知ることができたりして、より支援の輪が広がっていくのではないか

と考えている。 

 

 ケースワーカーや就労支援専門員への研修について 

 研修として位置付けて行っているものではないが、年に数回、査察指導員、就労支援専

門員、ケースワーカーで、就労移行支援事業所等を訪問し、見学や情報交換等を行って

いる。それにより、説明資料を読んだだけでは分からないような、各事業所の違いや強

み等を深く知ることができるとともに、対象者の掘り起こしや対象者を事業に参加さ

せる上で効果があると感じている。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 就労支援に際しては、制度等を整えることはもとより、まずは支援に携わるケースワー

カー自身のモチベーションを高く維持することが、対象者の掘り起こしに始まって、困

難の中でも就労に結びつけるまでの地道な取組を続ける上で、重要と考える。そのため

にも、ケースワーカーに職場見学や勉強会の機会を提供して、他機関の担当者と相対で

話をしたり、支援の内容や効果について実感したりしてもらうようにし、よりよい支援

をしようという意欲を保ってもらえるように心がけている。 

 
【東京都Ａ区】 

 支援対象者の決定方法について 

 対象者の状況を踏まえ、各項目に沿って機械的に振り分けるが、対象者のことを一番分

かっている担当ケースワーカーが判断し、決裁を経て組織的に決定する。一般の就労支

援事業につないだ際、まだ就労準備が足りないという判断により被保護者就労準備支

援事業に移行する場合もあれば、ケースワーカーの判断により、最初から就労支援を行
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うのではなく、生活を整えることを先決に被保護者就労準備支援事業に振り分けられ

る場合もある。対象者選定の基準について、最終的にはケースワーカーの判断にはなる

が、一般の就労支援事業と「被保護者就労準備支援事業」への振り分けについて、ケー

スワーカーから就労支援専門員や自立支援担当者と共に、どの事業で支援することが

適しているのかを検討することもある。 

 新規の生活保護開始世帯における 15～64歳までの稼働年齢層の全員を対象に、仕事が
できるかどうかについて「検討票」を作成して判断の材料としており、この段階で担当

が全員の状態を把握するようにしている。稼働年齢層の中でも、すぐにでも働けそうな

対象者の場合は、区の就労支援事業につなぎ、まだ就労準備が必要だと判断される場合

は、「被保護者就労準備支援事業」につないでいる。 

 対象者の選定については、ケースワーカーから稼働年齢層（高校生を除く。）の対象者

の「検討票」を担当に随時提出してもらい、それらを課長決裁に回している。 

 「被保護者就労準備支援事業」においては、実施要領と細目を定めている。稼働年齢層

で阻害要因がない者のうち、長期離脱者や就労経験がない者、生活の乱れ等から就労意

欲が停滞している者で福祉事務所長が認めた被保護者で同プログラムの利用に同意し

た者という基準がある。 

 

 事業の実施方法について 

 委託業者は、協力を得られる事業所を 20箇所程持っているが、ミスマッチを減らすべ

く、委託業者は対象者の状態を考慮して事業所を選んでおり、事業所にも個人情報に注

意しながら、例えば対象者の年齢やスキル、人柄といった情報を伝えている。こうした

こともあり、就労に結び付きそうな対象者をできるだけ応募につなげているというこ

ともあり、採用面接にはほぼ全員合格する。事業所側が委託業者の事務所まで来て、対

象者との採用面接に来てもらえることがあり、それは委託業者が事業所との関係作り

をしていることによるものと考えられる。面接の際には、委託先の就労支援専門員も同

席することもある。 

 面接合格後、対象者にはこういう職場環境でこういう職務を行うという１日程度の短

期職場体験を行ってもらうことにしているが、その段階で人数は６～７割に減ってし

まい、その後、半年後にはさらにその半数程度まで減ってしまう。職場体験は１日～数

日であるが、基本的には１日で行う。その事業所での仕事内容等の説明が主な内容であ

る。職場体験においても、委託先の就労支援専門員が同行することもある。就職後も協

力事業所から対象者の情報を随時確認するなど、できるだけ対象者が仕事に定着でき

るようにしている。 
 事業の委託／直営について 

 被保護者就労準備支援事業は平成 26 年度から開始している。委託のメリットとして、
委託業者の職員は就労支援に関する専門性を身に付けているため、より専門的な支援
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が可能となる点である。また、ケースワーカーのすべきことが多くなっているなかで、

人員が増えているわけではないので、ケースワーカーの業務負担の軽減にもつながる。 
 委託業者については、他自治体の福祉関連業務の受託実績も多く有しており、ノウハウ

を有している。 
 委託先が就労準備段階から丁寧にカウンセリングをして、熱心に支援をしてくれてい

るので、例えば、就労支援事業の方でなかなか上手く就職に結び付かず、プライドが傷

ついて意欲が下がってしまった対象者であっても、上手に就労意欲を上げてくれてい

る。 

 委託先は組織としても、担当者としても、高い成果を挙げている。区とも密に連携を図

ってくれており、困難ケースがあった場合も委託先で勝手に判断せず、その都度区に相

談してくれるのはよい点である。これらの相談は、頻繁に電話や来所してもらって行っ

ている。また、定期的に検討会を実施している。区側が就職者数等の定量的目標の達成

に執着することなく、委託先側に数値目標の達成だけを強く求めるようなことをしな

いこともあり、労力や時間の割に直接的な数字に結び付かないような支援も、地道にや

ってくれるということがあるかもしれない。数字ばかりを求めると、時間も人手も取ら

れる上に、目に見える成果に結びつきづらいと思われる支援には、後ろ向きになってし

まう可能性も出てくるのではないか。 
 

 他部門や他機関との連携について 

 区役所近くにハローワークの支所があり、生活保護受給者への支援を区と連携して実

施している。また、同じ建物内に社会福祉協議会が運営する 55歳以上の方への無料職
業紹介・相談窓口もある。ハローワークでの支援および就職力アップ支援プログラムと

もに、あくまでも就労を目的としているが、就職力アップ支援プログラムは就労に向け

た準備支援も手厚く実施している。そのなかで、就労に結びつかず、社会参加の意味合

いで支援を継続している支援対象者もいる。 

 

 事業を実施したことでの効果について 

 被保護者就労準備支援事業を実施したことでの効果については、対象者のコミュニケ

ーション能力が向上したということがある。通常の就労支援では難しいと判断された

対象者を被保護者就労準備支援事業につなぎ、カウンセリングや就労準備に関する支

援を行ったことで対象者が自信を持つようになって就職し、その後も対象者と連絡を

取り続けて定着支援を実施したことで、支援開始から１年で支援終了につながった対

象者もいる。フルタイムの正社員での就労に結び付かなくとも、生活リズムや身なりが

整ってきたり、生活が安定してきたというケースもあり、支援のゴールは対象者それぞ

れで異なるので、その方の能力を最大限活用した上での自立を促すような支援ができ

ればよいと考えている。 
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 他所へのアドバイスについて 

 支援による対象者の変化など、就職者数等の数字に表れないメリットを認識し、評価す

ること。 

 
【世田谷区】 

 支援対象者の決定方法について 

 月に一度「就労検討会」を開催して支援者や支援メニューの方針を決定している。就労

検討会には、就労支援専門員、ケースワーカー、査察指導員、福祉事務所の就労支援係

長、委託事業者が参加し、半日という長い時間をかけて開催される。会議では、既に支

援を行っている方の進捗状況も確認する。細かな支援メニューの計画については、委託

事業者と福祉事務所の就労支援チーム（担当係長や就労支援専門員）が検討する。 

 就労可能な者は類型を決め、それに基づいて選んでいる。類型は、「子供の預け先がな

い、医療機関にかからなければならない等の理由があり就職できない方」から「放って

おいても自分で就職できる方」までいくつかの段階に分けている。類型を定めた当時は、

段階的に就労に近づいていくという考え方をしていた。就労から遠い所にいる方に対

してはその方の抱える課題をクリアするまでは就労支援はせず、課題が解決すれば階

段を昇っていくように就労に近づいていくという想定であった。支援者の類型はケー

スワーカーが自分の担当する対象者について行っており、半年に一度見直しを行って

いる。ただ、現在は類型を見直そうと考えているところである。 

 現在は、対象者の課題を直して就職に近づけようという考え方から、対象者がありのま

までも受け入れてくれる事業所を探そうという考えに変わりつつある。人はなかなか

変わらない。変わるとしても、それは務めた後のことだろうと考える。対象者を変えよ

うとするのではなく、支援の中で対象者のどこに課題があるのか、どのような課題を理

解してくれる事業所であれば受け入れてもらえるのか、どのような働き方なら対象者

はやっていけるのかということを見極めながら理解してくれる企業を探すというやり

方をとらないと、就労に結びつかない方が増えている。現在、段階説はとっていない。 

 対象者にどのような課題があるか、それはすぐ解決する課題なのか、そうでないのか、

という考え方になっている。対象者に課題があるという前提で、その課題をどう解決す

るかによる違いだけであると考える。それは課題に対してどのようにアプローチする

のかという考え方にもつながっていくと考える。 

 

 

 事業の実施方法について 

 支援メニューはジョブトレーニング、就労前セミナー、エンカウンター（茶話会）、就

業・収穫祭、さんぽ、紙ヒコーキ、就労移行支援事業、地域ボランティアなど複数用意
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しており、ジョブトレーニングを除き、基本的には誰でも何度でも参加したいものに参

加可能である。インテークの際に、支援メニューを紹介するチラシを渡し、対象者に周

知している。 

 対象者に応じて必要と思われる支援メニューをお勧めしたりするが、支援者が「この人

にはこれが必要」と決めつけてしまうことで、本当にその人が参加したいことや必要な

ことを見誤ることが過去に度々あったので、決めつけてしまう事の無いよう注意しな

がら行っている。 

 支援者から見てこの人はやる気がない人だと思っていた人であっても、ボランティア

活動に参加したところ顔つきが変わっていくことがある。まさかそこに行くとは思わ

なかったという分野に興味を持つ場合もある。何が効果を発揮するかは分からないし、

本人も何に興味があるのか気が付いていないこともある。レッテルを貼るのはいけな

いと感じることがよくある。 

 支援の実施は委託事業者が行っており、スタッフが考えて実際に行うようにしている。

現場で必要と感じることをもとに企画してメニューを更新している。特に「エンカウン

ター（茶話会）」は、現場でカウンセリングを通し、心理的なアプローチが必要だろう

と考えたことが始まりで企画した。面談室の中で対象者とカウンセラーが一対一で対

峙すると閉塞感が出てしまい支援が難しいこともある。「構成的エンカウンター」とい

うカウンセリングの方式を実際に学んだ者が、ファシリテーターとして参加して実施

する。ファシリテーターを中心として複数の参加者で行うことで、人とつながる意識を

持ってもらい、心理的な変容を促せるようにしている。支援者は準備やふりかえりに時

間をかけている。生保受給者の中には人と話すことに飢えている人や、自己実現の場が

なく孤立している人が多い。日頃から溜まっているものがエンカウンターで出てくる。

その場で発散しながら、回数を重ねてくると徐々に落ち着き、他人のふり見て我がふり

を直すといったことに気が付くようになってくる。対象者本人が孤立していることに

気が付いて、孤立ではない状況にどのように持って行くかが重要であると考える。紙ヒ

コーキを飛ばす大会も行っている。講師のレクチャーを受けて紙ヒコーキを作り、会場

に移動して紙ヒコーキを飛ばす大会を開催した。ここではあて順位付けをして競争心

を引き出すようにしている。そうすることで意欲が上がったり、他の人からすごいと評

価されたりして良いようだ。参加者は、とてもよろこんでいた。 

 ジョブトレーニングは朝から夕方まで毎日、３週間かけて行う。はじめは長いと思って

いても、参加することで対象者が変わっていき、その変わりように支援者自身の意欲も

高まってくる。参加後の就職率も高く、とても効果が感じられるものである。対象者に

はメンタル面の課題がある人もいるので、ジョブトレーニングでは生活習慣や健康管

理、コミュニケーションといったテーマも扱う。そのようなテーマも扱う。就労に特化

したものはハローワーク等でも行われている為、ここでの支援は「皆でわいわいできる

ような内容」になるよう心掛けている。 
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 ３週間かけて行うジョブトレーニングは、参加者を集めるのに苦労することがある。ケ

ースワーカーに参加者はいないかと声掛けをしたり、関係機関をまわり、アウトリーチ

活動を行ったりしている。 

 支援については、３週間のジョブトレーニングについては、一体的に実施していない。

生保受給者と困窮者とが長く居ることで変に気をつかいあったりすることや、困窮者

が３週間も参加できないことが理由だ。お昼休憩で一緒に食べたり、１日のプログラム

終了後に一緒に帰ったりする機会がある場合は、仲良くなっても色々ぎくしゃくする

場合もあり、何か起こった時にフォローできるよう、基本的には支援員がずっと一緒に

いることができる活動以外は一体的に実施しないようにしている。 

 生保受給者と困窮者の両方を長く見ており理解してくれている担当者が役所の中にい

ると良い。特に、微妙なところで生保から脱却した場合には困窮と生保を行ったり着た

りする人も少なくない。担当者が経緯を知っていれば、困窮者を生保につなぐときなど

スムーズにできる。 

 

 事業の委託／直営について 

 事業所に入っていって求人開拓するということは自治体が自前で行うのが難しい。民

間企業には民間企業のルールの中で求人開拓をしてもらう方が良い場合がある。 

 ３年に一度、プロポーザル形式で委託先を選定している。最初のときは「これだけの人

をこのように就職させることができる」といった実績数値を評価していたが、現在は、

担当者がうまく面倒を見てくれる人なのかといった点や、支援の中身を見るようにし

ている。 

 プロポーザルのプレゼンテーションの際には、実際に支援を担当する方に出てきても

らって、人となり等を見るようにすると良いと考える。 

 プロポーザルの審査員をどう選ぶかが重要である。外部の方を審査員に加えるのが良

い。実際に、有識者やハローワーク職員、就労訓練の協力事業所、弁護士などが外部審

査委員になっている。自治体内部だけで評価していると、どうしても採算性に目が行っ

てしまう。さまざまな視点から支援の中身を見る方が良い。 

 

 協力を得られる事業所について 

 会合やフォーラム、勉強会などに出かけていき、協力が得られる事業所の情報を得るよ

うにしている。また、求人開拓として回った先でも、協力が得られる事業所かどうかや、

受入体制があるかどうかを見ている。 

 小規模な事業所なので受け入れてくれる場合もあれば、小規模すぎて受け入れを失敗

するところもある。 

 現場の確認がとても大切であり、トップが OK を出しても、現場が受け入れ NG とい

う場合もある。協力を得るに当たり、現場の理解が得られているかを確認するようにし
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たり、実際の現場を見て雰囲気を見たりして、事業所を選んでいる。 

 

 

 他部門や他機関との連携について 

 自治体としての規模が大きい為、色々な所管が色々な事をやっている。それぞれの機関

で、他機関の利用者でも使えるメニューがある場合の、相互に利用しあえるような関係

作りなど、他部門や他機関と連携した取組を進めている。年に４回は調整会議も行って

いる。例えば、男女共同参画センターと共同でシングルマザー向け就労相談会を開催し

たりしている。その際は委託事業者が開拓した求人に加え、マザーズハローワークから

求人を提供してもらった。課題としては、求人情報がうまく共有できていないというこ

とと、機関（建物）が離れているので対象者にとってのベストな場所で必ずしも支援が

受けられていない状況があるということ。 

 

 他所へのアドバイスについて 

 色々な自治体の先進的な取組は大変参考になる。研修等でそうした自治体の話をよく

聞き、場合によっては視察に行くなどして、情報を得るようにしている。 

 役所内の色々な所管とよくコミュニケーションを取るようにしている。どこも同じ課

題を抱えていて、こちらが動けば分かってくれる。例えば、農地体験のための畑を所管

部門に掛け合って借りることが出来た。 

 現場で動いて、視察して、変わることを恐れないことが大切である。とりあえずやって

みるという考えが良い。 
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アンケート票 
 
（次ページ以降に掲載） 
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Ⅰ．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をよ
り多く抱える被保護者の状況と支援の現状について 

貴自治体における、「就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向け

た課題をより多く抱える被保護者」の状況と、この対象に対する支援の現況についてうかがいま

す。 

Q１．貴自治体における被保護者の数（平成28年４月１日時点） 

人 

Q２．貴自治体において保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者（現に就労している被保護者
も含む。）の数（平成28年度） ※「平成28年度就労支援促進計画の実績評価」として厚
生労働省社会・援護局にご提出した数字を転記してください。 

人 

Q３．Q2でご回答いただいた人数のうち、貴自治体における就労意欲が低い者や基本的な生活習慣
に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者の数（平成 28年度）
※概算でも結構です。 

人 

 
Q４．貴自治体が実施する就労支援事業（生活保護受給者等就労自立促進事業、被保護者就労支援事

業、被保護者就労準備支援事業、その他の就労支援事業）の参加者数（平成28年度）と、そ
の内の就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより
多く抱える被保護者の数（平成28年度） 

 

参加者数 
（※「平成28年度就労支
援促進計画の実績評価」と
して厚生労働省社会・援護
局にご提出した数字を転記

してください） 

左記の人数のうち、各事業
への参加時点において、就
労意欲が低い者や基本的な
生活習慣に課題を有する者
など、就労に向けた課題を
より多く抱える被保護者の
数（概算でも結構です） 

生活保護受給者等就労自立促進事

業 
人 人 

被保護者就労支援事業 人 人 

被保護者就労準備支援事業 人 人 

上記以外の就労支援事業 人 人 

 
Q５．貴自治体が実施する就労支援事業に参加した後に就職・増収した者の数（平成28年度）と、

その内の就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をよ
り多く抱える被保護者の数（平成28年度） 

 

就職・増収した者の数 
（※「平成28年度就労支
援促進計画の実績評価」と
して厚生労働省社会・援護
局にご提出した数字を転記

してください） 

左記の人数のうち、各事業
への参加時点において、就
労意欲が低い者や基本的な
生活習慣に課題を有する者
など、就労に向けた課題を
より多く抱える被保護者の
数（概算でも結構です） 

生活保護受給者等就労自立促進事

業 
人 人 

被保護者就労支援事業 人 人 

被保護者就労準備支援事業 人 人 

上記以外の就労支援事業 人 人 
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Q６．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱
える被保護者に対して、貴自治体ではどのような支援を行っていますか。あてはまる番号すべ
てに○をつけ、そのうち、最も活用されている支援については右の枠内に一つ○をつけてくだ
さい。 

 

１ 生活保護受給者等就労自立促進事業による支援  

２ 被保護者就労支援事業による支援  

３ 被保護者就労準備支援事業による支援  

４ 自治体独自の事業（名称：                       ）  

 

Q6-1．生活困窮者就労準備支援事業との連携（あてまはる番号一つに○） 

１ 一体的に事業を実施 ２ 単独で事業を実施 

 

 

ここから（Q7～Q19）は、Q6にて、就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者
など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対して最も活用されているものとして「○」
を付けた支援についてうかがいます。 

 

Q７．当該事業の開始年度 

 

平成       年度 

 

Q８．当該事業対象者の決定方法（あてはまる番号一つに○） 

１ 事業対象者の決定にあたり会議を行っている 

２ 事業対象者の決定にあたり会議を行っていない 

 

Q９．当該対象者の決定に関する基準の有無（あてはまる番号一つに○） 

１ 
事業参加者を選定するに当たって貴自治体としての文書化された基準（規程・マニュアル

等）がある 

２ 
事業参加者を選定するに当たって貴自治体としての文書化された基準（規程・マニュアル

等）はない 

 
Q10．平成28年度の当該事業参加者数の目標達成状況（あてはまる番号一つに○） ※「平成28

年度就労支援促進計画」として厚生労働省社会・援護局にご提出した数字に対してお答えく
ださい。 

１ 数値目標を達成した ２ 数値目標を達成しなかった   

 

Q６で「３ 被保

護者就労準備支援

事業」に○を付け

た場合 

［最も活用されている 

支援一つに○］ 
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Q11．当該事業の実施方法 
 当該事業において、次の（A）～（C）はどのように実施していますか。実施内容と（実施してい
る場合は）実施体制についてお答えください。 

 

（A）日常生活自立に関する支援（規則正しい起床・就寝や適切な身だしなみに関する助言等） 

・実施内容（あてはまる番号すべてに○） 

１ 家庭訪問による面接相談 ２ 所内での面接相談 ３ ｾﾐﾅｰやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

４ 職場見学 ５ ボランティア活動 ６ 地域活動への参加 

７ 就労体験 ８ 模擬面接 ９ ビジネスマナー講習 

10 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 11 
その他

（      ） 
12 実施していない 

 

・実施している場合の実施体制（あてはまる番号一つに○） 

１ 直営 ２ 委託 ３ 一部を委託 

 

（B）基本的なコミュニケーション能力の形成等の社会生活自立に関する支援 

・実施内容（あてはまる番号すべてに○） 

１ 家庭訪問による面接相談 ２ 所内での面接相談 ３ ｾﾐﾅｰやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

４ 職場見学 ５ ボランティア活動 ６ 地域活動への参加 

７ 就労体験 ８ 模擬面接 ９ ビジネスマナー講習 

10 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 11 
その他

（      ） 
12 実施していない 

 

・実施している場合の実施体制（あてはまる番号一つに○） 

１ 直営 ２ 委託 ３ 一部を委託 

 

（C）一般就労に向けた技法や知識の習得の促進等の就労自立に関する支援 

・実施内容（あてはまる番号すべてに○） 

１ 家庭訪問による面接相談 ２ 所内での面接相談 ３ ｾﾐﾅｰやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

４ 職場見学 ５ ボランティア活動 ６ 地域活動への参加 

７ 就労体験 ８ 模擬面接 ９ ビジネスマナー講習 

10 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 11 
その他

（      ） 
12 実施していない 

 

・実施している場合の実施体制（あてはまる番号一つに○） 

１ 直営 ２ 委託 ３ 一部を委託 

 

Q12．当該事業への参加によって就職される方はいますか。（あてはまる番号一つに○） 

１ いる ２ いない   

Q12で１を選択した場合は 

次ページのQ12‐１へ 
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Q12-１．（Q12において「１」を選択した場合）当該事業において、就職後の職場定着支援

は行っていますか。（あてはまる番号一つに○） 

１ 実施している ２ 実施していない   

 

Q13．当該事業の担当者数（実際に直接事業に携わる人の数を記入してください） 

直営のみで行っている場合 

自治体の職員数 

 

常勤    名（うち、専任者    名）、非常勤    名 

 

委託のみで行っている場合 

委託先の担当者数（委託先が複数の場合は全合計）及び委託先数 

 

常勤    名（うち、専任者    名）、非常勤    名  委託先    法人 

 

一部を委託して行っている場合 

自治体の職員数 

 

常勤    名（うち、専任者    名）、非常勤    名 

 

委託先の担当者数（委託先が複数の場合は全合計）及び委託先数 

 

常勤    名（うち、専任者    名）、非常勤    名  委託先    法人 

 

 

Q13-１委託先の種類（あてはまる番号すべてに○） 

１ 社会福祉法人 ２ NPO法人 

３ 民間企業 ４ その他（     ） 

 

Q14．当該事業の支援メニュー（あてはまる番号一つに○） 

１ 一つの支援メニューを設定している 

２ 支援対象者の段階等ごとに２つ以上の支援メニューを設定している 

３ 固定したメニューはなく、支援者に応じてオーダーメードの支援を行っている 

 

Q15．当該事業において職場見学や就労体験等に関して協力を得られる事業所の有無（あてはまる

番号一つに○） 

１ あり ２ なし   

 

Q15-1．協力を得らえる事業所の種類（あてはまる番号すべてに○） 

１ 社会福祉法人 ２ NPO法人 

３ 民間企業 ４ その他（     ） 

 

すべて 

もしくは 

一部を委託して 

いる場合 

Q15で1と 

回答した場合 
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Q16．当該事業はどのような評価指標で評価（効果測定）をしていますか。（あてはまる番号すべて
に○） 

１ 事業への参加率 ２ 就労・増収率 ３ 日常生活自立の向上度 

４ 社会生活自立の向上度 ５ 経済的自立の向上度 ６ 参加者の意欲の変化 

７ 参加者の満足度 ８ その他（                    ） 

９ 評価を行っていない     

 

Q16-１．評価はどのように実施していますか。（あてはまる番号一つに○） 

１ 評価をするにあたり会議を行っている 

２ 評価をするにあたり会議を行っていない 

 

Q17．当該事業を実施する中での他部門や他機関との連携状況 

（A）庁内の生活困窮者関係部局（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

（B）庁内の母子（父子）家庭関係部局（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

（C）庁内の障害者関係部局（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

（D）庁内の労働関係部局（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

（E）ハローワーク（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

（E）職場見学や就労体験等に関する事業所（あてはまる番号一つに○） 

１ よく連携している ２ どちらともいえない ３ あまり連携していない 

 

Q16で 

１～８を 

選択した場合 
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Q18．当該事業を実施する上での課題（あてはまる番号三つまで○） 

１ 実施ノウハウが不足 

２ 予算の確保が困難 

３ 職員の確保が困難 

４ 委託先の確保が困難 

５ 対象者を事業に参加させることが困難 

６ 支援期間終了後の次の段階（求職活動や就労）への移行が困難 

７ その他（                                   ） 

 
Q19．当該事業は就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題

をより多く抱える被保護者に対する支援として効果がありましたか。（あてはまる番号一つに
○） 

１ 
とても効果
があった 

２ 
やや効果
があった 

３ 
どちらとも
いえない 

４ 
あまり効果
はなかった 

５ 
ほとんど効果

はなかった 

Q19-1．そう考える理由を教えてください。 

 

 

 

ここから（Q20～Q23）は、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対する就労支援に

対するお考えや、支援者への研修等についてうかがいます。 

Q20．就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く
抱える被保護者に対する支援を効果的に行うために、どのような事が必要だと思いますか。
（あてはまる番号三つまで○） 

１ 自治体が実施する就労支援事業に従事する支援者の支援技術の向上 

２ ケースワーカーの支援技術の向上 

３ 自治体独自の事業の創設・充実 

４ 庁内連携の強化 

５ 関係機関との連携強化 

６ 職場見学や就労体験先の確保 

７ 個別求人開拓の強化 

８ 就職後の職場定着支援の強化 

９ その他（                                   ） 

 
Q21．貴自治体の実施する就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向

けた課題をより多く抱える被保護者に対する支援として、特に効果的であると思われる取組
がありましたらお教えください。 
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Q22．貴自治体では、ケースワーカーや就労支援員に対して就労支援に関する研修を自ら実施し
ていますか。平成25年度以降の状況について教えてください。（それぞれあてはまる番号
一つに○） 

 実
施
し
て
い
る 

実
施
し
て
い
な
い 

ケースワーカーが参加できる就労支援に関する研修 １ ２ 

就労支援員が参加できる就労支援に関する研修 １ ２ 

 

Q22-1．どのような内容で実施していますか。（あてはまる番号すべてに○） 

 
講
義 

演
習 

事
例
検
討 

ケースワーカーが参加できる就労支援に関する研修 １ ２ ３ 

就労支援員が参加できる就労支援に関する研修 １ ２ ３ 

 

Q23．貴自治体のケースワーカーの平均的な担当ケース数を教えてください。（平成28年度） 

ケース 

 

Ⅲ．貴自治体について 

Q24．人口（あてはまる番号一つに○） 

１ 3万人未満 ２ 3万人以上5万人未満 ３ 5万人以上10万人未満 

４ 
10万人以上20万人未

満 
５ 20万人以上   

 

Q25．高齢化率 

 

           ・   ％（平成28年度末現在） 

 

Q26．保護率 

 

           ・   ％（人口百人あたり、平成28年度末現在） 

 

Q27．ご記入者 

お名前  

自治体名  都道府県 
都 道 
府 県 

お電話番号  e-mail  

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

Q22で 

1と 

回答した場合 
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