
地域共生社会の実現に向けた取組

高知市



国国国国がががが地域共生社会地域共生社会地域共生社会地域共生社会をめざすをめざすをめざすをめざす背景背景背景背景にはにはにはには

★★★★少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化・・・・人口減少人口減少人口減少人口減少⇒⇒⇒⇒社会社会社会社会のののの活力活力活力活力のののの低下低下低下低下（（（（経済経済経済経済・・・・社会社会社会社会のののの存続存続存続存続のののの危機危機危機危機））））へのへのへのへの危機感危機感危機感危機感

社会を取り巻く環境の変化
①①①①雇用雇用雇用雇用のありのありのありのあり方方方方のののの変化変化変化変化
★かつては，いい大学に行き，いい職場に就職＝幸せの方程式 今は，幸せの最低保証もない時代
雇用と社会福祉の役割分担の中で，社会保障が維持されてきた
終身雇用制度が揺らぎ，非正規雇用の拡大

雇用者5,460万人のうち2,036万人（37.2％） 20年ぐらいの間に倍増
働き始めることが難しかったり，安定した収入の見通しが持てない
結果として，家庭を持てない 少子化の加速
※支える側と考えていた現役世代の変化 ⇒ 支えを必要としている若い人たちの増加

②②②②家族形態家族形態家族形態家族形態（（（（関係関係関係関係））））のののの変化変化変化変化
核家族の割合は，さほど変化していない。「夫婦と子」の世帯の減少 「夫婦のみ」「1人親と子」の増
核家族以外の「単独世帯」の増加と「三世代世帯」の減少
８０５０問題に見られる，支える立場の逆転現象

③③③③地域関係地域関係地域関係地域関係のののの希薄化等希薄化等希薄化等希薄化等
地域コミュニティの弱体化，地域で支え・支えられる関係性の変化，共同事業の縮小。プライバシー
保護の影響 など
昔の家庭は，生活が丸見え（見たくなくても入ってきた）。今は，どの家も生活が見えない時代に －－－－1111－－－－



～少子高齢化・人口減少の影響～
★高齢者（支援される人）は増加するが，支える人（支援する人）は減少する
★支える人の減少＝働く人の減少，税収減少
★人口減少にともない，行政の職員も減少 ⇒ 行政で全ての課題解決は困難

⇒公的サービス・制度をつくっても，提供する人がいなくなる
⇒公的サービス，制度の財源不足

⇒仕事があっても，働く人がいない

⇒後継者問題

行政・経済・社会の存続の危機
⇒「地域」そのものの存続の危機

－－－－２２２２－－－－



★高齢者・障害者・子どもといった対象者ごとに，典型的と考えられるニーズに対して
専門的なサービスを提供
介護保険法，障害者総合支援法，子ども・子育て支援新制度など，各制度

の充実

人口減少・少子高齢化，家族・地域社会の変容などにより，既存の縦割りのシ
ステムには課題が生じている。

～これまでの福祉施策～

具体的には・・・
★制度が対象としない⽣活課題への対応
★複合的な課題を抱える世帯への対応
など，ニーズの多様化・複雑化に伴って対応が困難なケースが浮き彫りに・・・

～現状課題～

－－－－３３３３－－－－



○こうした世帯を排除する社会が、住みやすい町か？

○こうした世帯は、地域住民から見ると、「気づいていても何もできない」、ときには、いなくなって

欲しいといった「排除」の対象にすらなる場合もある。

制度が対象としない⽣活課題・複合的な課題を抱える世帯とは・・・

・高齢の親と働いていない独身の子が同居している世帯（いわゆる「８０５０」）
・介護と育児に同時に直面する世帯（いわゆる「ダブルケア」）
・障害のある子の親が高齢化し介護を要する世帯
・ひきこもりなど，様々な課題が複合して生活が困窮している世帯
・「ごみ屋敷」
・認知症の家族を抱える世帯
・社会的孤立の問題

○様々な問題が同時にいくつも重なったり、家族全員が何らかの課題を抱えたり、かつては家族や親戚、隣近
所や知人によって支えられていたような困りごとでも、今はひとりで抱え込み、誰にも相談できず解決の糸口が
見つからない状況になっている人や世帯がある。

これらのこれらのこれらのこれらの多多多多くはくはくはくは，，，，制度制度制度制度のののの対象対象対象対象ととととならずならずならずならず、、、、家族家族家族家族やややや家庭家庭家庭家庭のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして放置放置放置放置されてきたのがされてきたのがされてきたのがされてきたのが現実現実現実現実

⇒決して，そうではない！ 支援し共に解決していく地域共生社会を目指すことが重要！
－－－－４４４４－－－－



■■■■地域力強化検討会地域力強化検討会地域力強化検討会地域力強化検討会 平成平成平成平成29年年年年9月月月月 最終最終最終最終とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ総論総論総論総論（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

○少子高齢・人口減少社会という我が国が抱えている大きな課題は、我が国全体の経済・社会の存続の危機に

直結。この危機を乗り越えるためには、我が国のひとつひとつの地域の力を強化し、その持続可能性を高めていく
ことが必要。地域力強化を考えるにあたっては、福祉の領域を超えた地域全体が直面する課題を、私たちは改め
て直視する必要がある。政府では、まち・ひと・しごと創生や、ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決

定）で述べられている通り、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、活躍できる社会をつく
ることが喫緊の課題である。

○様々な課題に直面している地域そのものを元気にしていこうという地域創生の取組と、誰もが安心して共生でき

る地域福祉を推進しようという取組は、決して別々のものではない。生活の基盤としての地域社会が持続可能であ
ることが、地域福祉の基盤として不可欠であるし、地域福祉によって地域生活の質が向上することで、そのことが
地域の活性化に「還元」されていく。

★★★★いわばいわばいわばいわば、、、、福祉福祉福祉福祉のののの領域領域領域領域だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、商業商業商業商業・サービス・サービス・サービス・サービス業業業業、、、、工業工業工業工業、、、、農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業、、、、防犯防犯防犯防犯・・・・防災防災防災防災、、、、環境環境環境環境、、、、まちおまちおまちおまちお
こしこしこしこし、、、、交通交通交通交通、、、、都市計画都市計画都市計画都市計画などもなどもなどもなども含含含含めめめめ、、、、人人人人・・・・分野分野分野分野・・・・世代世代世代世代をををを超超超超えてえてえてえて、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済・・・・社会全体社会全体社会全体社会全体のののの中中中中でででで、「、「、「、「人人人人」「」「」「」「モノモノモノモノ」」」」
「「「「おおおお金金金金」」」」そしてそしてそしてそして「「「「思思思思いいいい」」」」がががが循環循環循環循環しししし、、、、相互相互相互相互にににに支支支支えるえるえるえる、、、、支支支支えられるというえられるというえられるというえられるという関係関係関係関係ができることがができることがができることがができることが、、、、地域共生社会地域共生社会地域共生社会地域共生社会のののの
実現実現実現実現にはにはにはには不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。

○ 「ニッポン一億総活躍プラン」においては、「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共

に創り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現する」とされている。地域共生社会を実現していくためには、
社会的孤立や社会的排除といった現実に生じうる課題を直視していくことが必要である。地域の中で共生をしてい
くことの難しさを踏まえ、一方でそれにそれにそれにそれに向向向向けたけたけたけた努力努力努力努力をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが､､､､将来将来将来将来のののの地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、私私私私たちたちたちたち一人一人一人一人ひとりにとってひとりにとってひとりにとってひとりにとって必必必必
要要要要であるというであるというであるというであるという高高高高いいいい理想理想理想理想をををを掲掲掲掲げたいげたいげたいげたい。。。。 －－－－５５５５－－－－



■■■■地域力強化地域力強化地域力強化地域力強化のののの5つのつのつのつの視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年９９９９月月月月 最終最終最終最終とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ））））

○それぞれの○それぞれの○それぞれの○それぞれの地域地域地域地域でででで共生共生共生共生のののの文化文化文化文化をををを創出創出創出創出するするするする挑戦挑戦挑戦挑戦 〈〈〈〈共生文化共生文化共生文化共生文化〉〉〉〉
社会的孤立や社会的排除をなくし、誰もが役割を持ち、お互いに支えあっていくことができる地域共生社会を創出することは、高
い理想であるが、あきらめることなく、それが文化として定着するよう挑戦し続けていくことに価値がある。

○すべての○すべての○すべての○すべての地域地域地域地域のののの構成員構成員構成員構成員がががが参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働するするするする段階段階段階段階へへへへ 〈〈〈〈参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働〉〉〉〉
地域住民、民間事業者、社会福祉法人、民生委員・児童委員、行政等といった多様な構成員が、それぞれに活動するだけでは
なく、自らの地域福祉を推進していくために参加・協働することが求められている。それぞれの地域で共生社会の実現に向けて、
具体的に連携する「仕組み」と事例に基づく「対話・協議」をしていく過程が大事であり、そのような場をつくることが求められる。

○○○○重層的重層的重層的重層的なセーフティネットのなセーフティネットのなセーフティネットのなセーフティネットの構築構築構築構築 〈〈〈〈予防的福祉予防的福祉予防的福祉予防的福祉のののの推進推進推進推進〉〉〉〉
これからの社会福祉にとって重要な視点は「予防」である。これまでの申請主義による「待ち」の姿勢ではなく、抱えている問題が
深刻化し、解決が困難な状態となる前に早期に発見して支援につなげていくことが大切である。地域の中で重層的なセーフティ
ネットを構築することが必要。

○○○○包括的包括的包括的包括的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備 〈〈〈〈包括的支援体制包括的支援体制包括的支援体制包括的支援体制〉〉〉〉
社会的孤立、制度の狭間、サービスにつながらない課題、あるいは将来への不安について、地域全体で支え合うことを目指して
いく必要がある。

○○○○福祉以外福祉以外福祉以外福祉以外のののの分野分野分野分野とのとのとのとの協働協働協働協働をををを通通通通じたじたじたじた、「、「、「、「支支支支ええええ手手手手」「」「」「」「受受受受けけけけ手手手手」」」」がががが固定固定固定固定されないされないされないされない、、、、参加参加参加参加のののの場場場場、、、、働働働働くくくく場場場場のののの創造創造創造創造
〈〈〈〈多様多様多様多様なななな場場場場のののの創造創造創造創造〉〉〉〉
地域の各分野の課題に即して福祉分野から地域づくりについて積極的に提案等をしていくことを通じ、これまで支援の「受け手」
であった人が「支え手」に回るような、参加の場や就労の場を地域に見出していく。また、必要に応じてサービス開発やそうした
場を創り出していく社会資源開発が必要。

－－－－６６６６－－－－



これからの施策
「地域共生社会の実現」

～福祉でまちづくり～

－－－－７７７７－－－－

●市町村における包括的な支援体制の整備－国が示す３つの取り組み

１ 「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みるこ
とができる環境の整備に関する事項

２ 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備
に関する事項

３ 多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築に関する事項



１ 「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し
解決を試みることができる環境の整備に関する事項
●地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援
●地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備
●地域の課題を地域で解決していくための財源等（社会福祉法人による地域における公益的な取り組み）

⇒地域福祉活動推進計画の取り組み（平成25年度～）今年度見直しを行い充実を図る
福祉でまちづくりの視点 社会資源社会資源社会資源社会資源をををを活活活活かしたまちづくりかしたまちづくりかしたまちづくりかしたまちづくり

★社会資源は，たくさんある！！
活用されてはじめて社会資源となる。
埋もれている社会資源もあるはず。
それを発見し，つなげることが重要

それぞれの地域の社会資源を発見し，専門機関や専門職につなげることが重要
行政やＮＰＯ，社会福祉法人などの事業化された支え合いや見守りでない活動
見守り活動とは言わない見守りであったり，支え合い活動とは言わない支え合い
サロン活動とは言わないサロン なども含めて，社会資源は地域の宝物！ 地域の宝の発見を！

※社会資源社会資源社会資源社会資源のののの見見見見えるえるえるえる化化化化をををを図図図図っていくっていくっていくっていく
システムシステムシステムシステム化化化化しししし，，，，関係者関係者関係者関係者でででで共有共有共有共有できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを検討検討検討検討

★課題の背景には
孤立⇒つなぐ（解決への糸口）
孤立させない関わり

社会資源とは社会資源とは社会資源とは社会資源とは
利用者がニーズを充足したり，問題解決するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資利用者がニーズを充足したり，問題解決するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資利用者がニーズを充足したり，問題解決するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資利用者がニーズを充足したり，問題解決するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資
金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等を総称していう。「精神保健福祉用語辞金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等を総称していう。「精神保健福祉用語辞金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等を総称していう。「精神保健福祉用語辞金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等を総称していう。「精神保健福祉用語辞
典」より典」より典」より典」より

－－－－８８８８－－－－



２ 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止
める体制の整備に関する事項

○地域住民の相談相談相談相談をををを包括的包括的包括的包括的にににに受受受受けけけけ止止止止めるめるめるめる場場場場のののの整備整備整備整備（担い手については、地域の実情に応じ、地域で協議）
○地域住民の相談を包括的に受け止める場場場場のののの周知周知周知周知（担い手、場所、役割等）
○地域の関係者（民生委員・児童委員、保護司等）等との連携による地域活動課題課題課題課題のののの早期把握早期把握早期把握早期把握
○地域住民の相談を包括的に受け止める場のバックアップバックアップバックアップバックアップ体制体制体制体制のののの構築構築構築構築（３の支援体制と連携）

⇒⇒⇒⇒多機関協働多機関協働多機関協働多機関協働によるによるによるによる包括的支援体制包括的支援体制包括的支援体制包括的支援体制のののの構築構築構築構築（（（（地域地域地域地域からからからから相談相談相談相談のあったのあったのあったのあった課題解決課題解決課題解決課題解決のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））
※新たに相談場所を設置するものではない。
既存の相談場所等を活用し，連携・ネットワークの仕組みを構築すること
あわせて，住民の身近な地域（日常生活の延長）で相談できる場を設けていくこと

○ 高知市の本庁舎以外の相談窓口（何らかの相談を受けることを明確に位置づけている組織）
高知市高齢者支援センター 東西南北4箇所+春野＋旭分室，出張所17ヵ所
高知市障害者相談支援センター 東西南北4箇所
高知市地域子育て支援センター 市内12箇所
高知市市民会館 市内13箇所
高知市生活支援相談センター（ニッセイビル）
高知市消費生活センター 合計すると，５４箇所

－－－－９９９９－－－－



★★★★問題問題問題問題はははは，，，，

●断る相談・福祉になっていないか！⇒ 全全全全てのてのてのての部署部署部署部署がががが，，，，断断断断らないらないらないらない相談相談相談相談・・・・福祉福祉福祉福祉へへへへ転換転換転換転換するするするする必要必要必要必要
「ここは担当ではありません」といった断る福祉との決別
窓口に来た相談は，一旦は，断らない体制を構築
※生活支援相談センター「どんな相談も断らない，決して解決をあきらめない，途中で投げ出さない」

★その★その★その★その上上上上でででで，，，，

●まる抱えはしない ⇒ 専門機関専門機関専門機関専門機関へのへのへのへの確実確実確実確実なつなぎなつなぎなつなぎなつなぎ ※※※※バトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチではないではないではないではない！！！！
相談を受けた内容は，課題解決を図ることができる専門機関につなぐ
あわせて，結果を共有する仕組みを検討（地域で相談された内容が，解決したのかわかる仕組み）
その際，個人情報の取扱いが課題となるが，個人情報の提供の仕組みもあわせて構築

●支援の連携 ⇒ 複数複数複数複数のののの機関機関機関機関がががが連携連携連携連携してしてしてして課題解決課題解決課題解決課題解決にあたるにあたるにあたるにあたる
複合的課題を抱える市民・世帯が増加しており，一機関では課題解決が図られない場合がある。
専門機関の連携がなくては，課題解決に至らない。

★さらに★さらに★さらに★さらに，，，，
●地域住民の生活にもっとも密接な関連のある，高齢者支援センター・出張所の再編

国が示す，高齢者人口6,000人に一箇所程度に段階をかけて再編（予算との関係あり）
機能として，高齢者支援センターから，地域包括支援センターに名称変更も検討

●住民により身近なところ（日常生活の延長線）で気軽に相談できる機能の充実
民生委員・児童委員さんや住民主体，社会福祉法人の相談窓口

●相談に携わる人が理解しやすい手引きの作成を検討（どこの専門機関につなげばいいか）
●課題を抱える住民を発見するアウトリーチ機能の充実も課題（ひきこもり等の顕在化しない課題）
●課題解決につながる支援の充実（家計改善支援事業・就労準備支援事業の充実Ｈ30～）等

多様性と専門性に対応した支援

－－－－１０１０１０１０－－－－



高知市

様々な課題を
抱える住民

高齢関係 障害関係

自立相談自立相談自立相談自立相談
支援機関支援機関支援機関支援機関

児相

児童関係

病院

医療関係

教育関係

保健関係

家計支援関係

がん･難病関係

発達障害関係

自治体によっては自治体によっては自治体によっては自治体によっては
一体的一体的一体的一体的

ご近所
民生委員・
児童委員

PTA

子ども会

ま
ち
づ
く
り

自治会

NPO

住民が主体的に地域課題を把握して住民が主体的に地域課題を把握して住民が主体的に地域課題を把握して住民が主体的に地域課題を把握して
解決を試みる体制づくり解決を試みる体制づくり解決を試みる体制づくり解決を試みる体制づくり

環境

地区社協

司法関係

住まい関係
多機関の協働多機関の協働多機関の協働多機関の協働

によによによによるるるる
包括的包括的包括的包括的支援体制支援体制支援体制支援体制

の構築の構築の構築の構築

明明明明らかになったニーズにらかになったニーズにらかになったニーズにらかになったニーズに、、、、
寄寄寄寄りりりり添添添添いつついつついつついつつ、、、、つなぐつなぐつなぐつなぐ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

土木

老人ｸﾗﾌﾞ

都市計画

住民が主体的に地域課題を把握して解決住民が主体的に地域課題を把握して解決住民が主体的に地域課題を把握して解決住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援するを試みる体制づくりを支援するを試みる体制づくりを支援するを試みる体制づくりを支援する

複合課
題の丸
ごと

世帯の
丸ごと

とりあ
えずの
丸ごと

解決解決解決解決
課題把握課題把握課題把握課題把握
受け止め受け止め受け止め受け止め 地域の基盤づくり地域の基盤づくり地域の基盤づくり地域の基盤づくり

雇用･就労関係

「丸ごと」受け止める場「丸ごと」受け止める場「丸ごと」受け止める場「丸ごと」受け止める場
（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地
域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用

者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）

協働の中核を担う機能協働の中核を担う機能協働の中核を担う機能協働の中核を担う機能

ボランティア

企業・商店 受け手 支え手

社会福祉法人

【【【【１１１１】】】】
【【【【２２２２】】】】

【【【【３３３３】】】】

学校

権利擁護関係

多文化共生関係

自殺対策関係

消費生活協同組合地域力地域力地域力地域力
強化強化強化強化推進事業推進事業推進事業推進事業

住宅：住宅：住宅：住宅：住宅確保要支援者対策，空家対策

交通：交通：交通：交通：交通手段の確保，買い物難民問題 他

防災：防災：防災：防災：避難行動要支援者対策 他

農水：農水：農水：農水：担い手不足，
多様な就労の場の確保

管財：管財：管財：管財：公有財産の活用 他

地コミ：地コミ：地コミ：地コミ： 地域内連携協議会の活用 他商工：商工：商工：商工：担い手不足
多様な就労の場の確保

庁
内
体
制

実現実現実現実現のためにのためにのためにのために
自治体に求められるもの・・・自治体に求められるもの・・・自治体に求められるもの・・・自治体に求められるもの・・・

★「縦割り」★「縦割り」★「縦割り」★「縦割り」⇒⇒⇒⇒「横「横「横「横ぐぐぐぐし（連携）」し（連携）」し（連携）」し（連携）」
場合によっては組織改革も・・場合によっては組織改革も・・場合によっては組織改革も・・場合によっては組織改革も・・

★福祉領域を超えた，地域全体★福祉領域を超えた，地域全体★福祉領域を超えた，地域全体★福祉領域を超えた，地域全体が直面が直面が直面が直面
するするするする課題を見据え，課題を見据え，課題を見据え，課題を見据え，取り組む取り組む取り組む取り組む必要必要必要必要がががが
あるあるあるある。。。。

総合計画における「総合計画における「総合計画における「総合計画における「5つのつのつのつの環」の環」の環」の環」の
基本概念となる基本概念となる基本概念となる基本概念となる他人事を「我が事」に変えて他人事を「我が事」に変えて他人事を「我が事」に変えて他人事を「我が事」に変えて

いくような働きかけをするいくような働きかけをするいくような働きかけをするいくような働きかけをする機能機能機能機能

高知市地域共⽣社会実現に向けた全庁的な取組体制について

－－－－１１１１１１１１－－－－



①①①① 住民主体住民主体住民主体住民主体のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

調剤薬局
社会福祉法人

いきいき
百歳体操
会場

子ども食堂

サロン

量販店

【【【【住民同士住民同士住民同士住民同士のののの助助助助けけけけ合合合合いによりいによりいによりいにより解決解決解決解決できるできるできるできる課題課題課題課題】】】】にににに対応対応対応対応
郵便物を読んでほしい・・・，庭の木を切ってほしい・・・，溝掃除を手伝ってほしい・・・，

ハチの巣がある・・・，どこに相談したらいいかわからない・・・・ など

②②②② 行政行政行政行政のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

●●●● 近所同士近所同士近所同士近所同士でのでのでのでの助助助助けけけけ合合合合いでいでいでいで解決解決解決解決⇒⇒⇒⇒地域内地域内地域内地域内でででで「「「「つながるつながるつながるつながる」」」」
近くのボランティア（気配りさん，福祉委員）へ「つなぐ」

社会資源へ「つなぐ」

●●●● 近所同士近所同士近所同士近所同士でのでのでのでの助助助助けけけけ合合合合いでいでいでいで解決解決解決解決できないできないできないできない相談相談相談相談
専門機関へ「つなぐ」

高齢者支援センター，
出張所

生活支援相談センター

地域子育て支援拠点

（子ども）
利用者支援事業

（障がい）
相談支援事業所居宅介護支援事業所

民生委員
児童委員

市民会館

③③③③相談支援相談支援相談支援相談支援包括化包括化包括化包括化

【【【【専門的専門的専門的専門的課題課題課題課題】】】】にににに対応対応対応対応
● 高齢者，障害者，子ども，生活困窮者 などそれぞれの分野の単独課題に対応

● 複合課題，狭間の課題について，相談支援包括化担当へ「つなぐ」

⇒

入口入口入口入口

入口入口入口入口 出口出口出口出口

出口出口出口出口

● ①「住民主体の相談窓口」 ②「行政の相談窓口」は，「まるごと相談窓口」機能を持ちとりあえず相談を聞く。
● 相談内容に応じ，対応機関へ「つなぐ」。⇒「アセスメントシート」「ジョイントシート」など使用。
● 複合課題，狭間の課題については，③相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員に「つなぐ」。
● ③相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員相談支援包括化推進員は，関係機関と連携して支援調整会議を開催し，支援計画をたてる。⇒伴走型支援

地域力地域力地域力地域力強化推進強化推進強化推進強化推進事業事業事業事業 ～ 相談支援体制のイメージ（案） ～

出口出口出口出口

入口入口入口入口

《《《《協働協働協働協働のののの中核中核中核中核をををを担担担担うううう機能機能機能機能》》》》
コーディネート・コーディネート・コーディネート・コーディネート・調整調整調整調整

町内会・自治会
相談支援包括化相談支援包括化相談支援包括化相談支援包括化
推進員推進員推進員推進員のののの配置配置配置配置

【【【【狭間狭間狭間狭間のののの課題課題課題課題，，，，複合課題複合課題複合課題複合課題
（（（（8050，，，，ごみごみごみごみ屋敷屋敷屋敷屋敷，，，，ダブルケアなどダブルケアなどダブルケアなどダブルケアなど））））】】】】にににに対応対応対応対応
●課題解決に向け関係団体を調整し，
支援調整会議の実施。

●世帯への伴走型支援。

－－－－１２１２１２１２－－－－



３ 多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築に関する事項

●複合的で複雑な課題等の解決のため、支援関係機関が支援チームを編成し、協働して支援
見える事例検討会 個別事例についてどの段階で関係機関が介入したらよいかなど検討

●その際、協働の中核を担う機能が必要（担い手については、地域の実情に応じ、地域で協議）
地域高齢者支援地域高齢者支援地域高齢者支援地域高齢者支援センターのセンターのセンターのセンターの再編再編再編再編・・・・機能強化機能強化機能強化機能強化 既に，様々な相談にも対応
８０５０問題≒高齢問題，障害者問題，生活困窮問題等

●支援に関する協議及び検討の場（既存の場所の拡充、新たな場所の設置等）
地域高齢者支援地域高齢者支援地域高齢者支援地域高齢者支援センターセンターセンターセンター 地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議，生活支援相談センター支援調整会議

●支援を必要とする者の早期把握（２の体制や地域の関係者、関係機関との連携）
住民の身近な相談窓口 電話相談なんかもいいかもしれない

●地域住民等との連携（公的制度による支援と地域住民・ボランティアとの協働）

－－－－１３１３１３１３－－－－


