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１．自治体概要（越谷市の基本情報）

○人口 ３４４,６７４人

○面積 ６０.２４㎢

○高齢化率 ２５.５％

○行政地区数 １３地区
（コミュニティ地区数も同様）

○特産物 ねぎ、くわい など

令和４年（2022年）４月１日現在

東武伊勢崎線(スカイツリーライン)
JR武蔵野線
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２．重層的支援体制整備事業 取組の理念

●第３次越谷市地域福祉計画

令和３年度より福祉分野の課題を横断的に記載する上位計画となった「第３次
越谷市地域福祉計画では、地域共生社会の実現に向けて、基本理念のもとに３
つの基本目標と、さらにそれぞれの目標ごとに重点事業を位置づけている。

地域課題を「我が事」として受け止め、早期発見や解決・支援につないでいく
ような意識の醸成を図るとともに、相談や困りごとがあった際には関係機関や
行政等が「丸ごと」受け止め、適切な支援を実現する包括的支援体制の整備に
取り組んでいく。

具体的手法として、
重層的支援体制整備事業を令和４年度より実施

第３次越谷市地域福祉計画

（計画期間）
令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度）
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事業名 実施主体（事業） 事業内容・役割 担当課

Ⅰ

相
談
支
援

包括的相談支援事業

地域包括支援センター

障がい者等相談支援センター

生活自立相談よりそい

保育コンシェルジュ

子育て世代包括支援センター

・属性や世代を問わず包括的に相談を受

け止める

・支援機関のネットワークで対応

・複雑的・複合的な課題は多機関協働事

業へつなぐ

地域包括ケア課

障害福祉課

生活福祉課

保育入所課

健康づくり推進課

多機関協働事業 越谷市社会福祉協議会

・市町村全体で包括的な相談支援体制を

構築

・重層的支援体制整備事業の中核を担う

（全体調整、マネジメント）

・相談支援機関の役割分担

地域共生推進課

（社協に委託）

アウトリーチ等を通

じた継続的支援事業
越谷市社会福祉協議会

・支援が届いていない人に支援を届ける

・会議や関係機関とのネットワークによ

り潜在的な相談者を見つける

地域共生推進課

（社協に委託）

Ⅱ 参加支援

参加支援事業

越谷市社会福祉協議会

・社会とのつながりを作るための支援

・利用者ニーズを踏まえたメニュー作成

・定着支援と受け入れ先の支援

・特に既存の社会参加に向けた事業では

対応できない狭間の個別ニーズに対応

することを目指す

地域共生推進課

（社協に委託）

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

地域づくり事業

一般介護予防事業

生活支援体制整備事業

地域活動支援センター事業

地域子育て支援拠点事業

共助の基盤づくり事業

・世代や属性を超えて交流できる場の

整備

・個別の活動や人をコーディネート

・地域活動の活性化

地域包括ケア課

地域共生推進課

障害福祉課

子ども施策推進課

保育施設課

地域共生推進課

【重層的支援体制整備事業 事業概要】

３．実施体制
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・実施時のフローチャートとして、
相談支援機関等に提示している
もの。

・まずは既存の相談支援機関で相談
を受け止め、複合的な課題を抱え
ているケースについて、社協の
ＣＳＷを交え、伴走支援につなげ
ていく。

※重層的支援会議には、
「庁内連携会議」のメンバーが入る。

（庁内連携会議については、●ページ
参照）

令和４年７月から市民対応を開始

３．実施体制
【支援フロー図】
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３．実施体制

【重層的支援体制整備事業の対象者】

本市では、以下の①を前提条件とし、かつ②～⑤のいずれかの状況に置か

れている世帯を、本事業における対象者としている。

（前提条件）

①３つ以上の複雑的・複合的な課題を抱えているケース

②どこかがリーダーシップを取り、課題の整理を行った方が円滑

に解決に向かうケース

③ケースを担当すべき課が明確でないケース

④即時解決が難しく、継続的な関わりが必要なケース

⑤外部の関係団体やボランティア等の協力も必要なケース
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３．実施体制

【地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議の設置】

地域共生社会の実現に向け、分野を超えた横断的な取組みを推進するため、
「地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議」を設置。

部 課 所管業務

地域共生部
地域共生推進課 調整・制度設計

地域包括ケア課 地域包括支援センター

福祉部

福祉総務課 民生委員・児童委員

生活福祉課 生活自立相談よりそい

障害福祉課 障がい者等相談支援センター

子ども家庭部 子ども施策推進課 地域子育て支援センター、子育てサロン

子ども福祉課 子ども安全室

保健医療部 健康づくり推進課 子育て世代包括支援センター

こころの健康支援室 こころの健康相談

市民協働部 くらし安心課 なんでも相談窓口

学校教育部 教育センター 教育相談

越谷市地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議 構成課

※ケース事例を扱う際には、事案の内容によって、上記メンバー以外も招集できる。

①方針や方向性を協議する課長級会議
②複合事案に関するケース事例を扱う管理職・主幹級会議

重層的支援会議・支援会議
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３．実施体制

【地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議の設置】

重層的支援会議・支援会議

（２つの会議の関係性）
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４．主要な取組事項

●「相談支援」に関係する体制・取組の内容

●地域包括支援センター
▲障害者相談支援センター
★自立相談よりそい（越谷市役所内）
■地域子育て支援センター
♦子育て世代包括支援センター（越谷市役所内）

分野 相談支援機関 設置数

高齢 地域包括支援センター
１２か

所

障害 障害者相談支援センター ４か所

困窮 自立相談支援（よりそい） １か所

児童
地域子育て支援センター

１４か

所

子育て世代包括支援センター 2か所

本市では、各分野の相談支援機関が充実して

おり、まずは既存の窓口で相談を受け止め、複

雑・複合的な課題を抱えているケースについて

は、多機関協働事業につなげる。
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４．主要な取組事項

●「相談支援」に関係する体制・取組の内容

【市民向け 事業啓発チラシ】



４．主要な取組事項

●「参加支援」に関係する取組の内容

社会福祉協議会に委託し、既存の支援では対応が困難な本人や世帯の狭間

の個別ケースに対応するため、福祉サービス事業所等の地域の社会資源を活

用、または新たな社会資源を開拓し、要支援者の社会とのつながりづくりに

向けた支援を行う。

10
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４．主要な取組事項

●「参加支援」に関係する取組の内容

・生活困窮者の就労支援施設において、経済的な困窮状態にないひきこもり状態
の人に対して就労支援を実施する。

・商店や農業などの作業の開拓の場を開拓し、中間的な就労の場として、コミュ
ニケーションが苦手な人の社会参加の場として活用する。 など

【参加支援事業のメニュー例】
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４．主要な取組事項

●「地域づくり支援」に関係する取組の内容

既存の各所管課の事業を継続して実施しつつ、多様な地域活動が生まれや

すい環境整備を行う。支援対象者は、地域住民をはじめとした、地域の暮ら

しを構成する個人や民間企業等を含む関係者全てとなる。
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４．主要な取組事項

●「地域づくり支援」に関係する取組の内容

【本市の地域づくり事業と担当課】

分野 事業名 内 容 担当課

高
齢
者

生活支援体制整備事業 地域のちょっとした困りごとを地域住民同士の支え合い

により解決するため、１３地区ごとに会議体を設置し、

実施する内容について協議する。

地域共生推進課

一般介護予防事業 地域で介護予防に関する知識や体操の指導ができる介護

予防リーダーを養成するとともに、リーダーが自治会館

等で通いの場を立ち上げるための支援を実施している。

地域包括ケア課

障
が
い

地域活動支援センター事業 障がい者等が、地域社会の中で自立した社会生活を営む

ことができるよう、社会との交流を図る地域活動支援セ

ンターを支援している。

障害福祉課

児

童

地域子育て支援拠点事業 地域の子育て家庭などの交流の場として地域子育て支援

センターや子育てサロンを設置し、相談、サークルの育

成・支援、講座などを実施し、子育て家庭の支援等を

行っている。

子ども施策推進課

生
活
困
窮

地域における生活困窮者等の

ための共助の基盤づくり事業

（新規）

身近な地域において、誰もが安心して生活を維持できる

よう、地域住民相互の支え合いによる共助の取組の活性

化を図るため、地域住民や市役所職員を対象とした研修

等を実施する。

地域共生推進課
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４．主要な取組事項

●「地域づくり支援」に関係する取組の内容

【（参考）重層的支援会議における「地域づくり事業」に該当する取組実績】

事業名 内 容

一般介護予防事業

（介護予防リーダー養成講座）

リハビリの職能団体の協力のもと、介護予防リーダーの養成及び、

リーダーの自治会館等での通いの場の立ち上げに対して、支援を

行っている。

生活支援体制整備事業

（地域支え合い会議）

地域のちょっとした困りごとを地域住民同士の支え合いにより

解決するため、１３地区ごとに会議体を設置し、実施する内容

について協議する。

（総合事業の訪問型サービスＢ団体を立ち上げた例もあり）

地域活動支援センター事業

（地域活動支援センターⅠ型・Ⅲ型）

障がい者等が、地域社会の中で自立した社会生活を営むことができるよう、生産活動の機会を提

供する地域活動支援センターを設置（補助事業）している。

地域子育て支援拠点事業

（地域子育て支援センター）

地域の子育て家庭などの交流の場として地域子育て支援センター

や子育てサロンを設置し、相談、サークルの育成・支援、講座

などを実施し、子育て家庭の支援等を行っている。


