第４分 科 会
高年齢児童への自立支援

～虐待の連鎖を断つために～
主担当
概

相模原市

会

場

横浜市社会福祉センター

要

高年齢児童の支援にあたり、里親宅での措置延長、就職支援センター、自立援助ホームとの
連携等を紹介しながら、真の自立について考える。
●

コーディネーター

鳥谷 明氏

●

パネリスト

髙橋 温氏

鈴木 寛子氏

久保田 啓仁氏

コーディネーター プロフィール

鳥谷 明（とりたに あきら）氏
相模原市児童相談所長
略歴
昭和57年

神奈川県に福祉職として入職

昭和57年

知的障害者施設津久井やまゆり園配属

平成 ９年

相模原児童相談所配属（児童福祉司）

平成14年

津久井保健福祉事務所配属（生活保護ＣＷ）

平成17年

中央児童相談所配属（支援班ＳＶ・支援班長）

平成21年

県北地域児童相談所配属（支援班長）

平成22年

神奈川県職員の身分のまま、相模原市に派遣、児童相談所副所長

平成24年

神奈川県退職

平成25年

相模原市児童相談所長

相模原市入職

引き続き児童相談所副所長
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パネリスト プロフィール

髙橋 温（たかはし あつし）氏
日本弁護士連合会子どもの権利委員会

幹事

神奈川県児童福祉審議会委員
神奈川県子ども人権審査委員会委員
相模原市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童相談所措置部会委員
特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパン理事
特定非営利活動法人かながわ子ども虐待ネグレクト専門家協会理事
特定非営利活動法人子どもセンターてんぽ理事・事務局長
公益財団法未来のつばさ財団
神奈川県立相模向陽館高等学校

評議員
学校評議員

略歴
平成 ５年３月

専修大学法学部

卒業

平成 ７年４月～

弁護士登録（横浜弁護士会）

平成11年４月～

新横浜法律事務所を開設

著書等
（編著）
平成24年

子どもの虐待防止・法的実務マニュアル第５版（明石書店

平成21年

子どもシェルターの挑戦（明石書店

共著）

共著）

パネリスト プロフィール

鈴木 寛子（すずき ひろこ）氏
さがみの里親会

副会長

相模原市里親相談員
相模原市養育里親
略歴
昭和49年

あいの家母子寮で児童指導員として勤務

昭和53年

ありんこ共同保育所開設（専従保母）

昭和63年

学童保育わんぱくクラブ開設

平成 ２年

神奈川県の養育里親として認定登録
里親相談員

平成22年

相模原市の養育里親として認定登録
里親相談員

さがみの里親会副会長

これまで30人の子ども達を養育、現在も３人の子どもを養育中
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パネリスト プロフィール

久保田 啓仁（くぼた ひろみ）氏
相模原市就職支援センター長
母子家庭等就業・自立支援センター相談員
NPO法人ナレッジ・リンク理事長
相模原市社会福祉協議会評議員

他

略歴
平成 6年

動物病院勤務（AHT）

平成 9年

IT企業勤務（PG・SE）

平成12年

テンプスタッフ株式会社

横浜オフィス官公庁営業チーム勤務

（コーディネーター・インストラクター・営業・企画・プロジェクトリーダー・講師他）
平成17年

相模原市就職支援センター開設
・相模原市無料職業紹介事業管理運営業務他
対象者：若者（ニート、引きこもり、フリーター、発達障害）、母子家庭等、
生活保護、女性、中高年、高齢者、障害者）
・相模原市保育士人材確保推進事業

平成19年

NPO法人ナレッジ・リンク設立
・生活困窮者自立促進支援事業と生活保護就労体験・社会参加等支援事業の内、
居場所等の発掘、支援プログラムの開発、関係機関との連携体制の構築
・はやぶさの故郷さがみはら商品券販売業務他
・生活困窮者自立支援法に基づく、認定訓練事業所

▲ 相模原市

はやぶさ２（画像提供：池下章裕）
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髙橋 温氏 資料

第４分科会「高年齢児童への自立支援～虐待の連鎖を断つために～」
２０１５年１１月８日
新横浜法律事務所 弁護士

高橋
髙

１ 子どもセンターてんぽの活動
（１）子どもシェルターてんぽ
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２００７年４月
③ 定員：男女６名
④ 新規利用者数：累計８３人 ※Ｈ２７年度は９月末時点

⑤

年度

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

人数

１０

８

７

６

１０

９

１２ １２

９

退所先（開所～平成２６年度末の７４人について）

無断退所, 9
住所不定, 1

自立援助
ホーム, 15

元家庭,
6

病院, 3

アパート・寮
など, 14

その他施設,
11

児童福祉
施設・里
親, 7

親族等の別
家庭, 8

（２）居場所のない子どもの電話相談事業
① 対象年齢：限定なし
② 開設年月日：２００８年１０月
③ 開設時間：月・水・金の１３～１７時
④ 相談件数： ※Ｈ２７年度は８月末時点
年度
人数

88

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
70

108

- 1 - 165
204

154

166

191

123

（３）自立援助ホームみずきの家
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２０１０年６月
③ 定員：女子６名
④ 新規利用者数：累計２２人 ※Ｈ２７年度は９月末時点
年度

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

温
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人数

70

108

204

165

154

166

191

123

（３）自立援助ホームみずきの家
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２０１０年６月
③ 定員：女子６名
④ 新規利用者数：累計２２人 ※Ｈ２７年度は９月末時点
年度

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

人数

６

３

３

６

２

２

２ シェルター立ち上げの理由
（１）法律上の課題
児童相談所の一時保護所は18歳未満が対象。18歳以上20歳未満は児童福祉
と親権の狭間になっている。この年齢をカバーする社会福祉資源が乏しい。
（２）少年事件などの少年の帰住先
少年が家に戻ることを親が拒否する等、帰る場所が無いことが理由で少年
院に送致される子どもがいる。
（３）児童相談所の一時保護所の課題
様々な年齢児童の共同生活では、思春期特有の課題を抱える高年齢児童の
処遇が容易ではない。保護所からの通学不可を理由に保護されない場合もあ
る。
３ 児童自立生活援助事業について
（１）自立援助ホームの歴史
１９５３年 神奈川県立「霞台青年寮」※１９７９閉鎖
１９５８年 のちの青少年福祉センター設立
１９７４年 都が補助金交付開始
１９８８年 国が自立援助事業に補助金交付
１９９７年 児童福祉法で制度化
２０１１年 児童福祉法改正で、措置費事業化＆対象年齢拡大
（２）児童自立生活援助事業＝義務教育終了～２０歳未満の子どもに対して、共
同生活を営むべき住居において、
① 日常生活の援助
② 生活指導
③ 就業の支援
④ 元利用者に対する相談その他の援助
を行う事業（児童福祉法６条の３）。
- 2 -

４

自立援助ホームとシェルターの違い
シェルター

自立援助ホーム

制度

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業

対象年齢

中学卒業～20歳未満

中学卒業～20歳未満

滞在期間

２か月程度

半年～１年程度

滞在中の主な活動

退所先を決める（原則在所

働いて自立資金を貯める

89

第４分科会

を行う事業（児童福祉法６条の３）。
４

自立援助ホームとシェルターの違い
シェルター

自立援助ホーム

制度

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業

対象年齢

中学卒業～20歳未満

中学卒業～20歳未満

滞在期間

２か月程度

半年～１年程度

滞在中の主な活動

退所先を決める（原則在所
働いて自立資金を貯める
＆外出時は同行必要）。
（日中不在）。

親権者の態度

緊張状態が続いている。

同意または放置。

場所の秘匿

近所にも秘密。

地域と連携。

５ どんな支援をしてきたか
（１）シェルター
① 日常生活での支援：安全な居場所と個室の提供、温かいご飯の提供など。
② 心身の回復：入所までの振り返り、受診同行など。
③ 親との交渉：本人の荷物引き取り、携帯電話等の名義変更、金銭援助の交
渉など。
④ 退所先確保：意思決定支援、関係機関との連絡・調整など。
⑤ 退所準備：身分証明の取得や預金口座の開設の支援など。
⑥ 退所後の支援：追いかけはしないが求めに応じて相談にのる。
（２）自立援助ホーム
① 日常生活の援助：安全な居場所と個室の提供、温かいご飯の提供、掃除・
洗濯の援助など。
② 生活指導：日々の行動に関するアドバイス、金銭管理の支援など。
③ 就労支援：意思決定支援、就職活動の支援、就職先との連絡など。
④ 退所準備：退所先探しの援助、賃貸借契約締結の援助、必要な物品の購入
の支援など。
⑤ 退所後の支援：日常生活の相談、進路選択の相談など。

90

６ 支援にあたって大切にしていること
（１）子ども自身の選択を尊重
子どもは大人の支援の客体ではなく、子ども自身の人生の主体であること
を忘れない。
- 3 自己決定権、意見表明権の尊重。
（２）関係機関との連携・協力
社会資源の圧倒的な欠如をカバーするには、縦割りを超えた連携・協力が
不可欠。
（３）子どもが望む限り見捨てない
これから自立していく子どもが、大人と一緒にやっていくか、それとも大
人社会を見限って生きていくのかの岐路における支援であることから、子ど
もに選ばれる社会を作っていく必要がある。

第４分科会

子どもは大人の支援の客体ではなく、子ども自身の人生の主体であること
を忘れない。
自己決定権、意見表明権の尊重。
（２）関係機関との連携・協力
社会資源の圧倒的な欠如をカバーするには、縦割りを超えた連携・協力が
不可欠。
（３）子どもが望む限り見捨てない
これから自立していく子どもが、大人と一緒にやっていくか、それとも大
人社会を見限って生きていくのかの岐路における支援であることから、子ど
もに選ばれる社会を作っていく必要がある。

- 4 -
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鈴木 寛子氏 資料

自己紹介
 養育里親（平成２年神奈川県の里親として認定登録）
 これまで３０人の子ども達を養育

高年齢児童への自立支援

 現在、高校２年女児、中学２年男児、小学６年女児を委
託養育中
 養子縁組した２１歳男性（乳児院から里親委託）
 実子4人（それぞれ独立、里親活動を応援）
 さがみの里親会副会長
 相模原市里親相談員

～虐待の連鎖を断つために～
虐待の連鎖を断つために
里親の立場から
相模原市さがみの里親会 鈴木寛子
27 11 8 子ども虐待防止推進全国フォーラムインオール神奈川
子ども虐待防止推進全国
ラムイ オ ル神奈川
27.11.8.

1

2

平成２７年度さがみの里親会の取組

本日紹介する事例

さがみの里親会
家庭養育支援
センター

連携・協働

事例概要
 里親委託を措置延長し、大学に進学した男児
里親委託を措置延長し 大学に進学した男児
 １５歳の時に里親委託（現在は大学３年生）
 委託理由：自立支援、父子関係調整・再構築

児童相談所

こども青少年課

 里親委託を積極的に受け入れます
里親委託を積極的に受け入れます。
 平成２７年度末、里親委託率２０％を目指します。
 里親制度の普及啓発、登録者拡大のため、より充実した里親
里親制度の普及啓発 登録者拡大のため より充実した里親
講座、各区での里親体験談会を精力的に開催します。
 支部会、広報活動、研修会、交流会、レクリエーション等を積
支部会 広報活動 研修会 交流会 レクリエ シ ン等を積
極的に行い、里親同士の絆を深めていきます。
 さがみの里親会、家庭養育支援センター、こども青少年課、児
さがみの里親会 家庭養育支援センタ
こども青少年課 児
童相談所が連携、協働して、里親業務を積極的に取組ます。

 背景：母親との死別、喪失感、家庭内暴力、強引
な連れ去り 暴力 恐怖 脱走
な連れ去り、暴力、恐怖、脱走、一時保護。
時保護
 本児の様子：家に帰る事を拒否、対人恐怖、視線
本児の様子：家に帰る事を拒否 対人恐怖 視線
を合わせず、対面して話ができず、心の傷。

3

支援経過①
支援経過①

支援経過②
支援経過②

 強引な連れ去り、暴力等により、家に帰ればまた
連れ戻されるのではないかと、そのことがトラウマ
となり、家に帰る事を頑なに拒否する。
となり 家に帰る事を頑なに拒否する

 一時保護所での生活が長くなったことから・・
 里父母との面会、外出、外泊を繰り返し、何か月後
に我が家に・・徐々に生活にも慣れ。
に我が家に 徐々に生活にも慣れ
 児童福祉司、児童心理司との継続した面接。
 １年遅れで高校受験、ある高校に合格、入学！
 本児のリズム、ペースでの高校生活。

家
事 決
説明
 家に戻さない事を決め、繰り返し本児に説明、安
心感が得られたことから、これからのことを一緒
に考えられるようになる。
に考えられるようになる
 一時保護所での安心安全な生活、職員との安定
時保護所で 安心安全な生活、職員と 安定
した、信頼関係に基づく交流等々。
 既に高校受験終了、今後の進路について検討。
既に高校受験終了 今後の進路に いて検討

 進捗状況確認のため、父親、里親、児童相談所で
進捗状況確認のため 父親 里親 児童相談所で
定期的な合同ミ ティング、徐 に父親と 交流も
定期的な合同ミーティング、徐々に父親との交流も
 我が家での生活にも慣れ、里母への甘えも。

5
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支援経過③

その他の高年齢委託児童

 高校３年になり、本児は大学受験を決意、塾へ。
高校 年 な 本児 大学受験 決
 塾での偏差値も伸び、大学進学もより現実的に。
 父親との交流、自宅への外出、外泊も。
 本児の成長により、父子関係も徐々に改善へ。
本児の成長により 父子関係も徐々に改善へ
 里親宅での措置延長を決定。
 心理系の大学を受験、見事複数合格！
 我が家から大学へ通学・・大学近くに下宿へ。
 「ただいま」と今でも我が家に！よき相談相手。
「ただいま」と今でも我が家に！よき相談相手

 母子葛藤で家庭内で暴れ、警察からの身柄付き
母子葛藤で家庭内で暴れ、警察から 身柄付き
通告で一時保護、その後里親委託となり、高校に
通学 何とか大学に合格した高校３年女児
通学、何とか大学に合格した高校３年女児。
 母親の精神疾患から適切な養育が受けられず、
一時保護、里親委託となった高校３年女児。卒業
後
後、一旦就労するも失敗、自立援助ホームを利
旦就労するも失敗 自立援助ホ ムを利
用しながら、実家のように帰宅していた女児。
 里親委託解除後、結婚、妊娠、身寄りがないため
我が家に里帰り出産した成人女性。
我が家に里帰り出産した成人女性

7

提案①
措置延長をより積極的に！

8

提案②
より多くの支援機関との連携！
就職も、進学もできない子どもがいます。
就職も
進学もできない子どもがいます
里親が１人で抱え込んでしまうことも
里親が１人で抱え込んでしまうことも・・
多くの里親が悩み、対応に苦慮しています。
多く 里親が悩み、対応に苦慮して ます。
児童相談所から次の支援機関へ
より多くの支援機関の紹介、連携を！
子どもを多くの機関に支えてもらうために。

１８歳で自立できる子どもは殆どいません。
措置延長が必要な子どもは、里親・児童養
護施設等での措置延長をより積極的に！
等
置
をよ
的 ！
進路の選択、希望や夢が広がります。
進路の選択 希望や夢が広がります
社会的自立をより確実にするために。
社会的自立をより確実にするために

9
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提案③
委託解除後の再措置を！

提案④
経済的な支援の充実を！

18歳から２０歳までの再措置を認めていた
だきたい。制度上、１８歳以降措置解除する
と再措置ができません。支援を継続するに
は再措置するしかありません！
措置解除後は 里親 施設の善意で支援が
措置解除後は、里親、施設の善意で支援が
継続されています。
継続的な支援を確保するために。

進学のための経済的な支援をもっと、もっと
充実して下さい。
経済的な支援が得られないばかりに、進学
を断念している子ども達がたくさんいます。
を断念している子ども達がたくさんいます
虐待の連鎖を断つために、真の社会的自
虐待の連鎖を断つために
真の社会的自
立を実現するために、優秀な人材に投資す
ることはとても有効なことです。

11
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久保田 啓仁氏 資料

平成２７年１１月８日（日）

子どもの虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ
第 4 分科会【相模原市】「高年齢児童への自立支援

～ 虐待の連鎖を断つために ～」
相模原市就職支援センター

久保田啓仁

１．相模原市就職支援センター設置から今に至る経緯
職業安定法改正に伴い(平成１６年３月)、自治体においても無料職業紹介事業が可能となりました。相模原市では厳
しい雇用情勢の改善を図るため、無料の職業紹介（相模原市就職支援センター・相模原市緑区橋本）を平成１７年７
月から相模原市環境経済局経済部雇用政策課の委託を受け、現在に至るまで 3 年ごとにプロポーザルを経てテンプス
タッフ㈱が継続して実施しております。さらに福祉から就労の発展を踏まえ、健康福祉局福祉部地域福祉課の委託を
受け、平成 24 年度から生活保護受給者就労体験・社会参加等支援事業、平成 25 年度下期から生活困窮者自立促進
支援事業を展開しております。

２．支援対象者
若年者(ニート・フリーター・発達障害・転職者など)、母子家庭等、女性、生活保護受給者、高年齢者、障害者等

３．ハローワークさんとの連携

アクションプランを踏まえ、ハローワークさんと相模原市就職支援センターは平成 24 年度から連携強化を図
り、支援対象者の状況により各機関の強みを活かした就労支援を展開しております。
４．高年齢児童の自立支援と連携
自立を目的に職業紹介を明確に希望している児童、生活環境や心理状態により就労準備に時間をかける必要が
ある児童など個々の状況は様々であり、児童相談所や児童養護施設、自立援助ホームなどの関係機関ときめ細か
な連携が必要です。
職業紹介では、企業と関係者の連携が欠かせないものとなっており、顔で繋がる支援によって継続的な支援体
制を構築する必要があります。相模原市就職支援センターにおいては、就業者と企業への就業後フォローは業務
の一つとなっています。
就労準備では、平成 27 年 4 月 1 日生活困窮者自立支援法が施行され、段階に応じた自立（日常生活自立・
社会生活自立・経済的自立）を見極めた上、就業を見据えた具体性のあるプログラム参加を促しながら、高年齢
児童の等身大で就業支援を展開します。
５．就労準備事業（福祉事務所に設置されている生活困窮者自立支援相談窓口との連携）
事業理念「福祉制度の枠組みを超えた、新たな就労支援の実践」として、関係機関ときめ細かな連携を元に、
段階的な自立のプロセスを職業紹介につなげていきます。
自

立

目

的

具体的な活動（伴走型）

人はそれぞれ、ある一定の生活リズムをもっており、そ

・連絡手段の確保

れが日常生活のサイクルになっています。この生活リズ

・カウンセリング、電話、自宅訪問

日常生活自立

ムが乱れると体力が落ち、病気がちになります。体力を

起床時間など約束を守ること

社会参加に必要な生

つけて病気になりにくい身体にするためにも、今の生活

・ボランティアセミナー

活習慣の形成や回復

リズムを再度見直し、基本的な生活習慣を身につけるこ

・ボランティア見学、参加

とが必要です。生活を整えることが第一歩となります。

・農業体験から日常農業作業

生活環境と生活習慣改善のためのアセスメントを作成。

・コミュニティ、セミナーの参加

1
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・他者と関わること（挨拶、自己紹介な

社会生活自立

地域や社会資源によるコミュニティ活動参加

ど基本的なコミュニケーション）

聞くことは、忘れる。見て聞くことは、記憶する。試み

・朝礼・終礼の経験

ることは、理解する。
「自分で試みる場」を意味し、主体

・喫茶店や商店街店舗のお手伝い

が自分であることを象徴的に表します。体験は、自らの

・イベント手伝いと参加

体験を「振り返り」
、そこから考え、気付きを得ることで

・就労体験センターにおける軽作業

「経験」となります。経験は自分の財産となり、成功し

・自己 PR となるような個別の

社会的なつながりの
重要性の認識・社会
参加能力の習得

活動を提案

た経験は自己肯定感を高めます。

・コミュニティ、セミナーの継続参加
就労意欲の喚起と就労に向けた基礎能力の形成のため

・住居の確保

に、多様な就労機会の提供を行い、必要な伴走を経て自

・技能訓練、在宅就業訓練

己 PR のテーマを集める活動を積み上げる段階です。

（清掃技能、パソコン技能、林業、介護

経済的自立

個々の課題と強みを客観的に整理していくことで、意欲

等）

就労に向けた技法や

喚起と職種提案につなげてまいります。社会資源の開発

・就労体験、訓練事業の併用

知識の取得

を含めた求人開拓と職業紹介を行います。職業紹介のた

・就労体験

めの職種と個別の求人開拓、応募書類、面接同行（面接

・就労支援

練習）
、就労体験、就業後フォロー等を組み合わせ、支援
対象者に沿った伴走型の就労支援を展開いたします。
※参考資料もご参照ください。

６．相模原市就職支援センター職業紹介の事例

関係機関
性別・年齢
支援期間

児童相談所・児童養護施設・相模原市就職支援センター
自立支援相談窓口・自立援助ホーム・市内企業
女性 18 歳
平成 25 年８月末初回面談、平成 26 年 1 月就労体験実施、平成 26 年 4 月正社員就業開始
以降は就業後フォロー

来所の経緯
頻度
育成歴
職歴

・事前に児童相談所児童福祉司より相談。
・初回面談：求職者と児童相談所児童福祉司、県内養護施設職員同行。
・高校のお休みと調整しながら、児童養護施設の職員同行で月１回程度の来所。
小学校低学年より県内の児童養護施設
2 年半、清掃アルバイトを継続
【求職者の主訴】
バイト先で正社員の声がけもあるが実家のある相模原市に戻りたい。事情があって実家には戻れ
ない。新卒で 4 月から正社員を目指し自立の準備をはじめたい。通学中の高校は県内にあっても、
就職相談で相模原市に頻繁に来所できる生活環境ではない。応募したい職種は具体的にあるわけ

支援概要

ではないが、人と関わるのが苦手なので就労体験のある工場か清掃かなと漠然に考えている。
緊張で目をそらしてしまう、友達が少ない、自分から話しかけない…性格です。
最近の出来事は、貯金したバイト代で教習所に通っている、卒業までには免許を取得したい。
【見立てと課題】
＜見立て＞物怖じしない楽観的な表情、友達が少ないというが学校は楽しいと話し、自分からは
話しかけないというが、同じ趣味をもつ友達を見つけ友達もバイトに誘う。人と関わることが苦
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手という自己評価と社会評価に良い意味でギャップがある。総体的に過小評価であるが、社会で
経験を積むことで向上意識もあり、他に継続力と計画性もあることから正社員への応募は十分に
可能。面接を想定しても、求職者のネガティブ発言は謙虚さとなり長所となる、さらに素直さか
らは職業能力の伸びしろが期待される見込みがあった。
＜応募職種の検討＞学校生活、学校内の就労体験、バイトなど経験したことを素直に受け入れる
性格であり、将来どのような生活（自立）を送りたいかを考えつつ、職種を検討していく。この
過程で自立支援相談窓口の就労準備事業を活用し、就労体験を実施することを提案。
＜住居＞相模原市内の自宅からは通勤できない事情があるため、市内の自立援助ホームの入居調
整と就労支援を並行して行う必要があった。この調整は児童福祉司さんにご対応を頂いた。
（事前に市就職支援センターと自立援助ホームにおいて、お互いの役割を認識できるよう、顔合
わせは行われていた。）
【課題達成までの経緯】
＜応募職種の検討＞
・次回の面談で具体的な提案ができるように、事前にワークシートを宿題としてメールのやりと
りを行った。ワークシートの作成にあたり、養護施設のきめ細かいご協力があった。
・求職者が興味をもった職種がある市内の就労体験候補企業に対し、個人情報を伏せたブライン
ドレジュメ（生活環境等も含む）を作成し、ご相談を開始。
企業は新卒採用の予定はないということから、就労体験後に求人を検討したいとのことだった。
・消防設備と IT の就労体験を終えたところで、求職者に就労体験のお礼と感想のお手紙を書くよ
うに提案し、体験で得てきた情報をご自身で整理できるように促した。
・2 社から求人を頂き求職者は IT 企業を選択した。求職者は技術を身に付け、自立した女性とな
るために IT 企業を選択。
＜住居＞セミナーや就労体験の時期にお試しで自立援助ホームに何度か宿泊し、就労体験先の細
かな地理的なご指導もあって、求職者は安心して就職活動ができていた。
市就職支援センターは企業へ立ち寄り、直接求職者に声がけ。SNS も活用する。職場には市就
就業後
フォロー

職支援センターからの他の紹介者もおり、良き先輩となっている。
企業は、高校卒業と同時に児童養護施設職員と関わり、就業が開始されてからは自立援助ホーム、
児童福祉司との顔合わせを行っている。

工夫した
こと

求職者の特性を見極めた上で、職業観を広げ自立心を高めるために、就労体験では社長にご対応
頂いた。

７．相模原市就職支援センターの取組姿勢
私どもの使命は、様々な課題を抱える方に対し地域のつながりを前提にした、人と生活、人と人、人と社会（お
仕事）をマッチングすることです。相模原市就職支援センターは関係機関や市民の皆様からのご協力を得ながら、
就職困難者の活動力を積み上げ、職業紹介（オーダーメイド求人開拓も活用）が可能となるまで底上げするノウハ
ウを蓄積して参りました。就職困難者がステップアップしていくために包括的な支援体制が必要です。これを達成
するために企業・親族・関係機関支援者・市就職支援センターで共通認識をもち、フォローを継続しながら長期就
業プランの実行支援を行うことで、自立支援に繋げています。
人材ビジネスの要である人との関わりを通じ、私どもに関わってくださる方々に感謝、陳謝し従事者に誠実な対
応を徹底いたします。この積み重ねが求職者とともに従事者が成長する機会であると認識し、これからも就労支援
に邁進いたします。
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参考資料

【生活困窮者自立支援制度】

【就労準備支援事業】
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