
『第58回社会福祉セミナー』

講座② 「参加支援」をめぐる福祉政策の展望

もりおかの「参加支援」

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

生活支援課 熊谷良治

重層的支援体制整備事業
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面積 886.47ｋ㎡

人口 286,491人

世帯数 136,409世帯

高齢化率 28.4％

身体障害者手帳 10,009人

療育手帳 2,319人

精神保健福祉手帳 3,060人

※令和3年度末現在

盛岡市の紹介
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さんさ踊り

チャグチャグ馬っこ

わんこそば 南部鉄器

盛岡城跡公園

福田パン

石割桜

盛岡冷麺

盛岡じゃじゃ麺

石川啄木記念館先人記念館原敬記念館

盛岡秋祭り・山車

盛岡船っこ流し

つなぎ温泉

あさ開 菊の司酒造

五枚橋ワイナリー

盛岡七夕まつり

ベアレンビール

南部古代型染

南部せんべい

盛岡市動物公園 盛岡市民文化ホール御所湖

岩手山と北上川

盛岡市の紹介
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・盛岡市にはひきこもり当事者の会がない。

・若者に対しての支援はあるが、大人の支援はない。

・どこの相談窓口に行っても、就労を進められる。

・仕事ができたからといって根本の問題が解決するわけではない。

・就労しても根本が解決していないから必ずつまづく。その時に、

相談した場所にはもう戻れない。

・外に出たいと思った時に気軽に出られる場所がほしい。

ひきこもり経験者との出会い。

大人のひきこもり当事者の会『晴天なり。』の立ち上げ
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社会福祉協議会に寄せられる相談

ひきこもりの経験者だけではなく、社会との接点が薄くなっていく若
者、孤立状態になっていく若者が見えていたが、既存の制度にはつなが
らなかった。社協にはつなぎ先（出口）が無かった。

80代の母親と50代の息子の世帯。高校を中退してから、ひきこもり状
態になり50代になった。母親が救急搬送され、一人残された息子が心配。

高校卒業後、アルバイト等に就くが数日で辞めることになってしまう。
知的障がいが疑われたが、診断名はつかなかった。

40代男性。仕事の経験はあるが、体調不良があり自信を持てない。体力
的にも自信が無くなってきた。障害枠で就労することはできないか。（実
際に障がいは無い）
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平成28年度 〇多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業受託
・様々な分野に相談支援包括化推進員を設置。（18名）
・相談支援包括化推進会議の開催。各分野の課題の共有。

→ 課題解決のための社会資源の創出 → テーマごとの分科会の開催へ。

平成29年度 〇地域力強化推進モデル事業受託（～令和1年度）

平成30年度 〇困りごとまるごと無料相談会の開催（年4回）

令和 1年度 〇まるごとよりそいネットワークもりおかの設置
（社協内のワンストップ相談窓口を改めてPR）
・Book and Bookenergy in Morioka スタート（参加支援事業）

令和 2年度 ・学生服リユースshopさくらやとの連携（参加支援事業）

令和 3年度 〇重層的支援体制整備事業に係る移行準備事業受託
・住まいるプロジェクト（参加支援事業）
・川上塗装工業 株式会社との連携（参加支援事業）

令和 4年度 〇重層的支援体制整備事業受託

参加支援事業創出までの経過
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保証人

【課題】 アパート入居時に保証人を求められ困った。就職内定が取り消された。
【必要性の確認】 弁護士、病院、社労士から意見を聴取し、検証。
【結果】 求めている内容が保証人ではないケースや本来保証人が必要ないケースなどが多く見られた。緊急連絡

先で対応可のケースなど。
【提案】 家族の代わりを担う「家族代行サービス」が必要。

居場所
【課題】子ども、高齢者、障がい者、ひきこもり当事者、いろいろな居場が考えられる。誰でも気軽に立ち寄れる居場

所が欲しい。
【調査】市内の居場所を確認。
【結果】市内には多くの居場所がある。あえて多機関の中で作る必要性は無い。

保証人の代わりを事業化するのではなく、身寄りのない人への支援を考えたほうが良いのでは・・・
「おひとり様分科会」に発展

中間就労と一緒に事業化

多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

社会資源創出のための分科会を開催（H29～）
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中間就労

シェルター

【課題】 盛岡市内には障がい者、若者などの中間就労がすでに行われているが、障がい、若者に当てはまらない
人は、どこにも参加できない。

【結果】 障害認定は無いが、就労に困っている人の中間就労が必要ではないか。若者という概念から外れた人も
受け入れる場が必要。

【提案】 就労支援B型事業所の作業の一部を切り分けて中間就労の場を検討。

【課題】 ホームレス状態の人や何らかの理由で住まいを失った人の一時的な住まいの確保。次の支援につながる
までの住まいが必要。

【結果】 各分野で必要性を感じている。色々な方法で何とかつないでいるのが現状。もっと使いやすいしくみづくり
が必要。

【提案】 一定額を渡し、ネットカフェに宿泊するような取り組みにしてはどうか。

Book and bookenergy in morioka（BBM）

「もりシェル」

ひきこもり支援
【課題】 理解不足や支援者不足。出口となる資源が不足している。
【結果】 ひきこもり支援の本当の支援とは。
【提案】 アンケート調査を実施してはどうか。何故出てこれるようになったのか、経験者に聞いてみる。支援者の関

わりが効果があったのか。他にきっかけになったことはあったのか等。
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「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業」で検討、創出された

仕組みが「重層的支援体制整備事業」の参加支援事業に
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ひきこもり支援居場所

中間就労

参加支援



『読み終えた本』を市民や学校、企業から寄付して頂き、本の仕分け作業を行い、再販売につなげていく。参
加することで社会とのつながりを取り戻す場として実施。
障がい者の就労継続やひきこもり当事者団体、ひきこもり支援団体に収益金の一部を贈呈。

企業市民

盛岡市
盛岡市

社会福祉協議会
協
働

ＢＢＭ

活動実施団体

販売
地域団
体との
連携

イベント

中間的就
労の場

Book and Bookenergy in Morioka

・実施日：第1、第3水曜日
・時 間：10:00～15：00
・場 所：盛岡市総合福祉センター
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就労継続支援Ｂ型事業所「パノラマ福祉館」の活動の一部を参加支援の場として提供。

※総合福祉センターまで来れない人のためにサテライト開催も実施（月1回、1か所）



BBM活動の様子と実績
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令和3年度 32回 236名 活動費 201,000円

令和2年度 19回 84名 活動費 67,250円

令和1年度 4回 15名 （試行期間により活動費無し）

令和2年度 186,734円

令和1年度 92,978円
贈呈先 ・ひきこもり支援プラザゆきわり

贈呈先 ・ひきこもり支援プラザゆきわり
・晴天なり。

活動実績

寄付実績



企業との連携

学生服リユースｓｈｏｐさくらや盛岡店との連携

制服やジャージ、柔道着等に刺繍されている名前をはずす作業を参加支援の活動へ。

実施回数 7回
参加者数（延べ）10名
着数 16着
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買い取りや寄付で集まった制服は安価で販売され、
生活困窮世帯等の経済的な支援につながっている。
社協が実施している生活福祉資金の教育支援資金の
借り入れ相談に来所したひとり親世帯に紹介。なるべ
く借り入れの金額を少なくするために、「さくらや」
さんから制服とジャージを購入する等、制度の利用だ
けではなく新たな取り組みにつなぐことで支援の幅が
広がった。

令和3年度実績



川上塗装工業 株式会社との連携 （リンクアップウエス）
川上塗装工業㈱が実施するSDGｓの取り組みに参加。
廃棄される衣類や寝具等を寄付してもらい、一定の大きさにカットしてウエスとして

活用。カット作業を参加支援の活動へ。将来的には販売して収益の一部を海外の綿農家
の救済活動に寄付。
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企業との連携

川上塗装工業㈱が取り組むSDGsの活動
（1）大量に廃棄される衣類等の課題。
（2）障がい者の継続的な仕事の確保。賃金の安定的な確保。
（3）海外の綿農家の課題解決プロジェクトへの参加。

実施回数 6回
参加者数（延べ）14名
重量 55kg

令和3年度実績

SDGsの目標
8．働きがいも経済成長も
12．つくる責任つかう責任
17．パートナーシップで目標を達成しよう



畑を借りて畑づくりを行い、地域住民の皆さんと交流。
屋外の居場所として活用。

・地域の行事で販売
・子供会と協働で焼き芋会

・隣のそば畑を管理している方から収
穫のお手伝いの依頼が・・・

・そばの収穫、初体験。さらに・・・
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地域との連携

時々、地域の方がお世話をしてくれている

年間12回活動



実施回数 7回
参加者数（延べ）7名
活動費 7,000円
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〝住まいる″プロジェクト への参加

【〝住まいる″プロジェクトの目的】
行政との連携により、「ゴミ屋敷」状態になっている
世帯を支援する目的で社協が事業化。
認知症や障がい等によりゴミ屋敷状態になっている世
帯で、経済的にも自力では片付けられない世帯への片
づけの支援。

【主旨】
・「ゴミが溜まっている」という顕在化している課題
だけではなく、潜在化している課題を見つけ出し、根
本の課題解決を行う。
・孤立している人と地域をつなげる。
・その人が地域で安心して、生活を続けるための地域
支援を行う。
・新たな支援体制の構築を目指す。

令和3年度実績



ゆるーい居場所で
ありたい。

社協が目指す参加支援のコンセプト

ご清聴ありがとうございました。 16


