
Ａ-２　信州パーソナル・サポート事業

健康福祉部　地域福祉課

番号 質　問 回　答

1
給与が低い、個人事業で売り上げが伸びな
い、無国籍の方々への支援は。

全ての方を対象に支援している。

2
成果指標は就労・増収率だけか。目的の目指
す姿に照らしていかがなものか。

ご指摘のとおりと考えるので県として考えて
いきたい。

3
就労のフォローアップ、追跡、定着はどう
なっているか。

つなぎは維持し関係性は続いている。定着率
は把握していない。

4 住宅関係部署との連携はどうしているか。 公営住宅についても今後検討していきたい。

5
町村の情報共有を行う会議体は設置を検討で
はなく設置すべきでは。

会議体は設置すべきと考えている。10月以降
に国から通知が発出される予定なので、それ
を持って町村に設置を通知したい。

6
支援団体ネットワーク会議の構成団体は。社
会福祉法人との関りが弱いと感じる。

生活就労支援センター広域連絡会議を福祉事
務所が事務局となり開催している。事務局が
その都度必要と認める機関・団体等を参集し
ているが、社会福祉法人を参集しているかは
不明。

7
福祉事務所に配置されている母子・父子自立
支援員とまいさぽとの連携は。

連携先をセレクトする中で、自立支援員との
連携も強化していきたい。

8
長崎県の新規相談受付件数が大きく改善して
いる。ヒントは長崎県にあるのでは。

【長崎県から情報収集】
・長崎県内の２市において新規相談受付件数
が激増していることが影響。
・１市は実施形態を委託から市直営にして相
談窓口を一本化し、相談は全て生活の困りご
ととして生活困窮者窓口で受け付けたことに
よる。
・１市は相談体制を増員するとともに、生活
保護申請に係る新規相談を全て生活困窮で受
け付けたことによる。
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番号 質　問 回　答

9
市を含めた相談内容の主訴をデータ提供して
欲しい。

別紙グラフのとおり。
なお、事前提出した資料（郡部の傾向）は、
主訴の第１位の状況であるが、今回提供する
資料は、主訴が複数ある場合は重複して集計
されている。

10
まいさぽの認知度が低いと思う。自治組織を
利用して周知してはどうか。

一般向けチラシ（別紙）があるのでそれを活
用したい。

11 県境を越えてきた人（県外者）への支援は。 支援対象である。

12

学習支援の訪問型は理解できるが、本来子ど
もは社会に出るのが先決と考える。通信教育
や労働体験を活用したサポートを取り入れて
いったらどうか。

学習支援は健康福祉部のほか教育委員会や県
民文化部でターゲットを捉えて取り組んでい
る。ご指摘の部分もサポートして取り組み、
結果外へ出られた事例もある。引き続き各部
局と連携して取り組んでいく。

13 支援員の資格は。
資格の縛りはないが、自立相談支援では社会
福祉士、家計改善ではファイナンシャルプラ
ンナーの資格を有している人が多い。

14
困窮を隠す傾向にあり、地域として突っ込め
ないのが実情。行政が中心となって担って欲
しい。

官民一体で行うことが重要と考える。

15
「まいさぽ支援事例集」は、支援関係者用と
なっているが、どの範囲まで配付され、どの
ように活用されているのか。

県では、各まいさぽが近隣のまいさぽや地域
の関係機関と連携してネットワークを構築す
ることにより、県内全域で支援水準の向上を
図り、生活困窮者の自立支援を推進すること
を目的として、広域連絡会議を設置している
が、こうした会議等の場において「まいさぽ
支援事例集」を配布し、各まいさぽの具体的
な事例を通じた支援の実際から、それぞれの
支援手法や関係機関との連携方法などを共有
するために活用したり、研修時の事例研究な
どで活用している。
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番号 質　問 回　答

16

生活困窮者のうち衣食住が必要な者に対し、
住居を支援する場合、公営住宅は選択肢とし
て考え得るが、条例上保証人が求められてい
る。生活困窮者は保証人を見つけることは困
難な場合があるが、この場合、県営住宅にお
いて何か対応策はあるか。

［建築住宅課公営住宅室資料より］
入居者の努力に関わらず連帯保証人が見つか
らないことについて、特別な事情がありやむ
を得ないと認められる場合の連帯保証人の免
除規定を設けている。

17

上記の場合、県社協が行っている「長野県あ
んしん創造ねっと」における入居保証事業に
おける保証が管理条例上の保証人として認め
られるか。

建築住宅課公営住宅室において「長野県あん
しん創造ねっと」の入居保証事業の活用が可
能か検討しているところ。

18
一般向けの「まいさぽのご案内」パンフレッ
トは、どの様に、どの周期で配布している
か。

各まいさぽの所在地を明記したチラシ（別
紙）を作成している。
各まいさぽによって配布先は異なるが、全戸
配布する町村もある。また、行政と連携して
水道料金を滞納している家庭を訪問する際に
本チラシを持参していただいているところも
ある。

19
現状として、まいさぽ利用者に対する差別等
に対し、どの様な対策をしているか。

各まいさぽでは、縦割りの制度により他の機
関では対応ができなかった方の相談もしっか
りと受け止めており、あらゆる相談を断ら
ず、相談者に寄り添った伴走支援を行ってい
る。
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相談内容の主訴（初回相談の主訴）

【平成２９年度新規相談者３，１１６人の状況】
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生活就労支援センター まいさぽ

こんな困りごとに、まいさぽが寄り添い、
一緒に考えていきます。

相談無料・秘密厳守。一人で悩まず、まずはご相談ください。

“まいさぽ”は生活困窮者自立支援法により、県及び
県内各市が設置している自立相談支援機関です。

あなたらしい生活や就労をサポート！
生活に困っているけど、どうしたらいいのか分からない。

どうしたらいいのかは分かっているけど、なかなか動き出せない。

私たち生活就労支援センター“まいさぽ”は、包括的・継続的な支援で

困りごとの解決にむけてサポートしていきます。

ひきこもり
状態から抜け
出したい

仕事を
離れてから
なかなか就職
できない

仕事を
したくても
見つから
ない

病気があり
仕事や生活が
不安…

どんな
相談も受けとめます

“まいさぽ”が

生活に
困っているけど
頼れる人が
いない
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………………………………

…………………………

…………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………………………

……………………………

……………………………………

……………………………… ………………………………………

生活就労支援センター“まいさぽ”は、生活困窮者自立支援法に基づき、
県（町村にお住いの方を対象）及び各市（それぞれの市にお住いの方を対象）が設置しています。

支援員が相談者の課題を把握し、相談者の状況に応じた支援プランを立てながら
さまざまな支援を行います。

みなさんの自立した生活・就労の
お手伝いをします

みなさんの自立した生活・就労の
お手伝いをします

みなさんの自立した生活・就労の
お手伝いをします

“まいさぽ”は、あなたと一緒に“マイサポートプラン”を作って
解決に歩み出すお手伝いをします

“まいさぽ”は、あなたと一緒に“マイサポートプラン”を作って
解決に歩み出すお手伝いをします

まずはお気軽にご相談ください！
●お近くのまいさぽはこちら

困 り ご と は 人 そ れ ぞ れ …

生活のリズムをうまく
作ることができない。

仕事を探しているけど
なかなか就職できない。

家賃が払えないので
家を出なければ
いけないかも。

食べるものや着るものが
買えない。

ライフラインが止められそう。

子どもの就学費用が払えるか
不安。

働きたいけど自信がない。

仕事が長続きしない。

長く引きこもっていたので
人と関わることに不安がある。 持病を抱えながら働いていけるか不安。

病院に行きたいけどお金がない。今のままでは将来が不安。

生活のリズムをうまく
作ることができない。

仕事を探しているけど
なかなか就職できない。

家賃が払えないので
家を出なければ
いけないかも。

食べるものや着るものが
買えない。

ライフラインが止められそう。

子どもの就学費用が払えるか
不安。

働きたいけど自信がない。

仕事が長続きしない。

長く引きこもっていたので
人と関わることに不安がある。 持病を抱えながら働いていけるか不安。

病院に行きたいけどお金がない。今のままでは将来が不安。

生活
の悩み

健康
の悩み

家計
の悩み

仕事
の悩み

受けとめます
あなたの悩みに寄り添いお話を
お聞きします。

……………………………
整えます
困っていること、課題となって
いることを整理します。

…………………………
支援します
解決に向けて支援プランを
立て、支援を行います。

………………………
継続的に
支援を行い
ます

ご相談の流れ…

生活就労支援センター まいさぽ が生活就労支援センター まいさぽ が

一人で
悩まないで

まずはご相談
ください！

まいさぽ上伊那
〒399-4511 上伊那郡南箕輪村 2380-1212 松寿荘内

☎0265-96-7845
ps-kamiina@nsyakyo.or.jpx

相談受付時間
9：30～17：00〔月～金（休日を除く）〕 天
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州
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北殿駅

153
■コメリ

■大和泉神社

南箕輪村役場■

あったか伊那■

426

88

大泉南 北殿（大泉入口）

南箕輪村役場入口

中
央

自
動

車
道

↓ 伊那 I.C.

★
まいさぽ
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