
令和４年度重層的支援体制整備事業
自治体事例資料

（北海道旭川市）



旭 川 市 の 概 要

＜基礎データ（R4.4.1現在）＞

○人口 326,057人
・65歳以上人口 113,111人
・高齢化率 34.7％

○世帯数 177,715世帯
○市域面積

747.66平方キロメートル

＜都市概要＞

稲作などの農業や，食料品，紙パルプなど
の製造業，旭川家具をはじめとした木工，機
械金属などのものづくり産業が盛んであり，
北北海道の交通・物流の拠点として，卸・小
売業，サービス業などが発展している。
近年は，航空路線の充実により，外国人観

光客が増加しており，全国的に知られる旭山
動物園や雪質が良いスキー場などに，国内外
から多くの観光客が訪れている。



重層事業に取り組んだ背景・課題や，取組の理念①

○平成30年度に第４期旭川市地域福祉計画の策定作業を進める中で，「暮らしにくさや

困りごとを抱える市民」，「社会的なつながりが弱まった世帯」，「複合的な課題や

制度の狭間にある課題を抱える世帯」の増加が懸念される状況であることを確認

→同計画における「重点的に取り組むこと」として『包括的支援体制の在り方につい

ての検討』を掲載

○生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーターが，高齢者分野に関わる活動しか

できないことにやりづらさを感じている状況であることを確認。

令和2年の社会福祉法の改正において重層的支援体制整備事業が創設される

既存の生活支援コーディネーター（４人）をベースにして，機能を拡充する形で

重層的支援体制整備事業を実施し，上記課題の解決を図ることを検討。



＜困難課題を抱える世帯の状況調査結果＞

内閣府調査に
基づく推計件数

相談支援機関
把握件数

民生委員地区社協
把握件数

①８０５０問題 1,258 62 311 

②ごみ屋敷 － 34 155 

③ひきこもり 1,335 50 175 

④ダブルケア 612 24 150 

⑤社会的孤立世帯 － 68 516 

合計 3,205 238 1,308 

内閣府調査に基づく推計件数 ：H30内閣府調査を基に全国と旭川市の人口を比較して推計

相談支援機関把握件数 ：R3市内相談支援機関調査（対象19箇所）

民生委員地区社協把握件数 ：H30民生委員児童委員・地区社会福祉議協議会への調査（回答者211人）から推計

☆ポイント

民生委員児童委員や地区社会福祉協議会が，地域で見守り活動を行う中で，複合的課題，制度の狭間の課題を抱える世帯を発見しても，現状
では，そうした課題に包括的に対応する公的な支援機関がないため，当該世帯に関する情報が公的機関に伝えられていないケースが多数ある
状況である。

重層事業に取り組んだ背景・課題や，取組の理念②
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③社会的なつながりが弱まった世帯の増加 ④地域福祉活動基盤の弱体化，担い手不足やその固定化

③地域から孤立した世帯に対して，社会とのつながりを回復さ
せる取組が必要

①既存の支援機関はアウトリーチの機能が弱く，訪問による発
見・接触・支援に結びつけることが難しい

④後継者が育っておらず，今後，地域の支え合い活動を維持でき
なくなるおそれがある

②各専門分野別の支援機関で対応しているが，他分野との連携が
難しい

③孤立世帯と社会を結びつける社会資源の開拓と伴走支援

①アウトリーチにより，困りごとを抱える市民の，発見・接
触・支援

④住民活動の促進など，地域活動への支援

②分野を超えた支援機関同士の連携調整

これらの機能を併せ持ち，既存の支援機関や地域と協力し，課題の解決につなげるための新たな役割が必要

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を担当している「生活支援コーディネーター」に上記の機能を加え，
人数を増員し『地域まるごと支援員』としてリニューアル。支援員を統括する『統括支援員』の配置を検討

役

割

孤立した市民が支援や地域につながり，健幸に過ごせるあたたかな居場所を見つけるためのお手伝い

①暮らしにくさや困りごとを抱える市民の増加 ②複合的な課題や制度の狭間にある課題を抱える世帯の増加

5

重層事業に取り組んだ背景・課題や，取組の理念③



主要な取組事項①

支援対象者の地域活動への参加や就労等に向けて，対象者と受け入れ先
の調整と，定着に向けた支援を実施

➂参加支援事業（新規）

◎分野を問わない地域づくり事業
④地域づくり事業（既存→拡充）

◎高齢者分野の地域づくり事業（既存）
地域づくり事業

◇生活支援コーディネーターの役割

地域まるごと支援員の役割

○既存の相談支援体制につながっていない
複合的・制度の狭間の課題を抱える市民の数（想定）

２,９６７件（３,２０５件ー２３８件）

内閣府調査推計件数 ：３,２０５件
相談支援機関把握件数： ２３８件

分野別相談支援機関等 地域の見守り活動

自立
サポート
センター

地域生活課題

地域
包括支援
センター

子ども
総合相談
センター

障害者総合
相談支援
センター

障がい 子育て高齢

民生委員
児童委員

地区社会
福祉協議会

既存の支援機関単独では対応が難しい複合的
課題・制度の狭間にある課題を抱える市民

支援につながらず，地
域で孤立している市民

既存の分野別支援体制

生活困窮

既存の支援機関単独での解決が難しい困難事例に対し，関係機関同士の連
携・調整・ネットワークづくりによる支援体制の構築

②多機関協働事業（新規）

○支援会議・重層的支援会議支援・プランの作成
各支援機関の役割分担で課題解決を図る

潜在的支援対象者に接触し，必要な支援への結びつけと，地域住民やボラ
ンティアの協力のもと，継続的なケアを実施

①アウトリーチを通じた継続的支援事業（新規）

○関係機関との連携により，支援が届きにくい人へ支援を届
ける（対象者の発見と継続的な関わり）

世代や属性を問わず，
必要な支援につなぐ包括的支援体制

困りごとを抱える高齢者の生活支援につながるボランティア
の育成とマッチング，高齢者対象の地域事業への協力

◎高齢者分野の地域づくり事業（既存）

分野を問わない地域づくり事業と一体的に，困りごとを抱える高齢者の
生活支援につながるボランティアの育成とマッチング，高齢者対象の地
域事業への協力

属性･世代を問わず，困りごとを抱える地域住民の生活支援や居場所づく
りにつながる機会や場所の創出に向けた支援を実施

既存の取組に加え「地域まるごと支援員」を配置し（社会福祉協議会への業務委託），重層事業の実施要件と
なる取組（アウトリーチを通じた継続的支援・多機関協働・参加支援事業）を新規に開始した。



地域まるごと支援員の支援の流れ（支援援対象者の”発見”から”活躍”の場まで一貫して伴走支援）

➂参加支援事業 ④地域づくり事業

支援対象者の属性，世代，相談内容に関わらず，

課題の解決や，支援関係機関や地域とのつなが

りが形成されるまで，継続的に関わっていく

②多機関協働事業

・個別訪問 ・関係者との打合せ

・支援プランの作成

・対象者への直接支援

・参加支援や地域づくりへつなぐ伴走
支援

・支援会議, 重層的支援会議の調整, 主催

・対象者への直接支援

・支援プランの評価，修正，終結

・研修開催

・対象者への直接支援

・地域資源の情報収集

・伴走的な関わり

・他機関との調整，マッチング

・資源開拓

・広報，啓蒙

・地域活動者との協働

・協議体，連絡協議会の維持

・地域活動の支援，促進

・活動者の養成，育成 ・まちづくり

①アウトリーチを通じた
継続的支援事業

潜在的対象者の把握
・民生委員児童委員，地区社会福祉協議会等
が発見した支援対象者の情報を共有

・分野別相談支援機関等から複合的課題・制
度の狭間の課題を抱える市民の情報を共有

（2）

支援会議

・支援対象者本人の同意が得られていない状
況であっても、社会福祉法に基づき，参加
者に守秘義務を課し，支援関係機関等で情
報を共有

（3）
・支援対象者の抱える課題と関連する支援関
係機関等を招集し，対象者へのアプローチ
方法を検討

※支援会議＝支援ニーズに応じて開催

支援対象者への接触

・支援会議の結果に基づき，支援関係機関等
との協力・役割分担を図り、支援対象者へ
の接触を図る

※支援対象者への接触に失敗した場合は，再
度支援会議を開催

（4）

支援プランの作成
・支援対象者への接触により，信頼関係の構
築や課題を把握。対象者の同意の下で、多
機関協働事業による支援プランを作成

（5）

アウトリーチによる継続的支援
・地域ボランティアや地域活動団体，支援関
係機関等との協力・連携により、地域との
結びつきや支援が途切れないように，経過
観察と関係の継続を図る

（7） 多機関協働による継続的支援
★課題の解決が図られない場合は支援プラン
の見直し

☆一定程度課題の解決が図られた後，社会と
のつながりの再構築を図る

（8）

1  既存の地域活動団体の取組の情報収集
2  支援対象者が参加可能な活動の把握
3  地域の支援ニーズに合った地域づくり
の促進

4  地域ボランティア育成に向けた養成研修
の開催

5  地域事業への協力
6  支援対象者が参加できる地域の取組がな
い場合は，主体的に支援活動を実施

7  支援対象者を地域づくりの担い手として
育成

支援対象者が参加できる
分野を問わない地域づくりの促進

（11）

関係機関と連携体制を構築（1）
・地域活動団体，支援関係機関等の会議に参
加し，地域課題を共有

・支援対象者の就労や社会参加に向けて，
支援プランに基づき地域活動等への参加
をマッチング

支援対象者の受入先の調整（9）

・支援対象者と地域資源のマッチングと，
定着へ向けた伴走的支援の実施

（10）定着に向けた段階的支援

・地域活動の新たな担い手等として定着で
きるよう，各種活動への参加を促進して
いく

・支援対象者自らが，地域資源を活用し，
地域活動へ参加できるよう，伴走的支援
を継続していく

1 地域行事の参加者
2 地域行事のお手伝い
3 地域づくりの担い手
4 就労的活動への試験的参加
5 一般就労

・地域資源（市民，関係機関，関係団体，
事業者等），地域まちづくり推進協議会
を仲介し，地域の利用者ニーズにマッチ
した地域づくり活動を推進

・蓄積した情報を基に，新たなサービスや
仕組みづくりを実施

・支援プランの適切性，終結，中断等の協議
と決定の会議

（支援プランの決定）重層的支援会議（6）
・関係する支援関係機関，市の関係部局等を
交え支援プランが決定となり，多機関協働
による支援を開始

※重層的支援会議＝1回程度/月

・各支援関係機関の情報共有に向けた合同研
修会等の開催（2回以上/年）

・地域課題の共有

・関係機関の会議に参加

主要な取組事項②


