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かながわの福祉課題を追う！
連載

厳しい経済・雇用情勢が長期化する中、生活困窮者をめぐるさまざまな生活課題が顕在化す

るとともに、行財政難の中、増加する生活保護は制度のあり方が検討されるなど、今、改めて

どのような制度・施策が求められ、支援に結び付けることが必要なのか大きな課題となってい

ます。そこで今回は、生活福祉資金貸付制度の動向と今後の支援のあり方についてまとめます。

帯、
過去に自己破産等の経歴があり、
他の資金の活用が難しい世帯など、

複雑化する
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低所得者世帯・生活困窮世帯の地

※詳しい貸付条件等については、お近くの市区町
村社協にお問い合わせください。
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資金については、特に世帯の生活実

しかし、民生委員の関わりがない

福祉の推進が今まさに求められてい

して、その解決に当たること、地域

団体や地域住民活動等と連携・協力
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地域福祉推進を担う
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子どもの教育費用は、授業料ばか

す。教育支援資金で対応できるのは
まらず、そこから経済的要素が不安
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課題を「今日的な福祉課題」と捉え、

社協として

一部でしかなく、不足する費用を世

定となり、家族関係の破たんや日常

帯ばかりではないのが実情です。そ

さまざまな関係機関・団体等と連携

自立に向けた支援を

帯として準備しなくては、学業を続

生活環境の悪化につながるなどさま

のような中、返済が開始されて１年

し、ネットワークを再構築していく

相談者は、複合的な生活課題を抱
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ざまであり、問題はさらに重層かつ
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りではなく、制服代や部活動費など

継続、将来の夢に向けて、子ども自
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+市町村民税非課税程度世帯向け、要保護世帯
向け

第735号

9

らが家計の助けとなるようにアルバ

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその
住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対
し、当該不動産を担保に生活費を貸付

「生活福祉資金」を住民の生活を

<不動産担保型生活資金>

ことが喫緊の課題です。

+教育支援費、就学支度費

る借受者がいる一方で、毎月、なん

低所得世帯に対して、学校教育法に定められた
高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費
を貸付

とか償還を行っている方、電話で状

<教育支援資金>

そういった生活課題を抱える相談

+福祉費、緊急小口資金

者の世帯は社会的なつながりが持ち

低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介
護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、
日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込
まれる費用の貸付

イトをし、無事卒業できたことを社

<福祉資金>

協の相談員に報告にきたというエピ

+生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費

況を伝えてくれる方もいます。

失業などにより、生活の維持が困難になった世
帯へ生活費及び必要資金の貸付

にくい状況に置かれていることも少

<総合支援資金>

ソードが聞かれることもありました。

「生活福祉資金」の資金種類

