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函南町の概要

（2022年４月１日）
人口 37,183人
高齢化率 32.2％

2040年高齢化率 41.4％（見込）

約７５％の人口が集中す
るエリア

地域包括支援センター 1カ所
保健福祉センター 1カ所
障害者基幹相談支援センター 1カ所
小学校５校・中学校２校

面積 65.16平方キロメートル



体制構築の経緯・きっかけ

＜2021年高齢者虐待対応のケース＞
・８０歳代の母と６０歳代の息子（無職）
・９０歳代の母と７０歳代の息子（働いたことが
ない・精神疾患あり）

・８０歳代の母と５０歳代の息子（無職）
・７０歳代の父母と３０歳代ひきこもりの息子
（不登校経験あり）

親には介護サービスが入っておりケアマネは息子のこと
は知っていたが、行政や包括は知らないケースもあった。
そのほとんどが息子は収入が無く生活困窮もあり。引き
こもりではないが、親以外のつながりがなく、地域のつ
ながり、親族のつながりもない状態だった。

８０５０
（９０６０）

問題

孤独死・親族
埋葬拒否

生活保護の
相談数の増加

高齢者虐待の
増加

成年後見制
度相談件数
の増加

親が元気な時は問題にならない。本人達も困り感がない。親
の世代は地域との繋がりがあったが、その子ども世代が大人
になった時、地域とのつながりはほぼない。親が介護状態に
なった時、自ら相談に来ることは少ない。

ごみ屋敷に
住んでいる

今見えているのは氷
山の一角なのでは？
どうにかしないと。
早期に対応して予防
が必要！！



函南町の相談支援体制を整理

＜函南町保健福祉センター＞
１階：子育て世代包括支援センター（健康づくり課）

地域包括支援センター（町内１か所）

２階：社会福祉協議会（生活支援体制整備事業・福祉相談）

←アウトリーチ・参加支援委託

役場庁舎１か所
・子育て支援課

・学校教育課
・福祉課

障害者の基幹相談支援センター

多機関協働事業委託

福祉課
（障害・高齢者・介護保険・地域支援事業・地域福祉計画・生活保護・民生委員・給付金）

共済福祉会

徒歩５分

隣の建物

横のつながり・連携のベースは出来ていた 福祉的な相談の縦割りが少ない



函南町の現状と課題

１．分野別の相談支援では対応困難なケースが増えている。

２．制度をまたぐような困難事例に対して、一見分野別で対応でき
ているように見えるが、「個別支援」であり「世帯支援」の連
携をどの部門が責任をもって支援を行っているのか不透明であ
りあいまい。

４．困っている人に支援が行き渡っていない結果、状態が複雑化し
てから発覚する対応が多い。

３．年齢や手帳の有無で支援が入っていない、支援が切れている。
（18歳までは、義務教育までは、子育て分野や教育委員会での支援が入っていた！）

複雑化・悪化
最終的に福祉課
が対応している



体制整備について

福祉課が主となり取り組むことになった理由

①函南町では福祉課（高齢者係・福祉係）に、福祉分野の業務が集約されている。

②8050問題・生活困窮など複雑化・複合化した相談が増えていることを実感し
ている。職員の問題意識が高い。

③地域包括ケアシステム（地域支援事業）の担当課
・地域づくり事業「生活支援体制整備事業」や「地域介護予防活動支援事業」
のスキームが既にある。

・地域支援事業交付金担当
子ども子育て以外の財源は元々福祉課

⇒一体的な交付金にスムーズ対応
④地域福祉計画の担当課



令和２年度の取り組み

県のアドバイザー派遣の利用
①「地域共生社会のための重層的支援体制整備事業全体説明会」

12月22日実施
参加者：福祉課・子育て支援課・健康づくり課（利用者支援事業）

地域包括支援センター・社会福祉協議会
障害者基幹相談支援センター

②「地域共生社会のための重層的支援体制整備事業個別検討会」
2月8日実施
参加者：共済福祉会（多機関協働事業委託先）

社会福祉協議会（生活支援体制整備事業・アウ
トリーチ等継続的支援・参加支援事業委託先）
福祉課



令和２年度の取り組み

県のアドバイザー派遣後、各相談支援機関の反応

保健センター保健師
「困難事例はすでに対
応している。何が変わ
るのか分からない」

児童虐待・DV対応職員
「対応できている。どんな
ケースが対応するのかわから
ない」「仕事が増えるのか」

地域包括支援センター・障
害者基幹相談支援センター
「支援困難ケースを対応し

てくれるんだね」

ちょっと違う・・・。
包括的相談支援事業を実施する職員にどんな相談や
ケースが対象になるのか理解してもらう。

課題



令和３年度の取り組み

１．重層的支援体制整備事業移行準備事業として委託

●共済福祉会「多機関協働事業準備事業委託」
●社会福祉協議会「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業準備

事業委託」
①研修会への参加（人材育成）
②支援会議の実施（まずはやってみよう）

２．重層的支援体制整備事業実施計画書の策定
・市町村は、本事業を適切かつ効果的に実施するため、「重層的支援体制整備事業実施

計画」を策定するよう努めることとしています。（社会福祉法第106条の５）
・地域福祉計画が上位計画。計画期間は地域福祉計画と合わせ令和４年～令和５年

※生活困窮者就労準備支援事業費等補助金申請



全
庁
的
に
取
り
組
む



令和３年度の取り組み

３．重層的支援体制整備事業 移行準備会議

6月4日開催

○事業趣旨等の説明・事業内容、役割等の明確化・必要な情報共有や意見交換
参加者：障がい者相談支援事業所・障がい者自立支援協議会・社会福祉協議会・

地域包括支援センター・ケアマネ代表・教育支援センター(学校教育課)
共済福祉会・子育て支援課・健康づくり課・福祉課

４．県のアドバイザー派遣の利用
○重層的支援体制整備事業研修会

「地域共生社会の実現に向けた国等の動向と重層的支援体制整備事業の理解」

・12月１６日開催

参加者：各課で相談対応業務等に携わっている職員及び係長

・1月13日開催

参加者：各事業所で相談対応業務等に携わっている責任者及び担当者



令和３年度の取り組み

県のアドバイザー派遣後、各課の反応

なんでも相談を受け
て福祉課へまわせば

いいの？

どんな相談をどう
やってどこにつなげ
るのか分からない。

自分の課では関係
ないと思うけど。

庁内連携って難しい・・・。
・「住民の困りごと」に気が付くには職員
ひとり一人のスキルアップが必要

・相談を次につなげる体制を整備する必要がある

課題



令和４年度の取り組み状況

静岡県で函南町だけじゃん！？
準備が完璧だった？？

それでも、始まりました（笑）

函南町は分野横断的な相談対応や連携強化を実施。新規事業の「多機関協働事業・アウトリーチ
等継続支援事業・参加支援事業」以外の事業は、今まで各分野で実施している事業が連携。それ
を重層的支援体制整備事業に当てはめただけ。新しい相談窓口を創設したり、対象を変更するわ

けではない。しかし、名前が重苦しい！！「まるごとサポート」にしよう。

こんな感じで開始です！

「実施体制が万全か？？」→「いや、そうでもない…。」
「令和２年度～令和３年度の課題は解決？」→「解決したわけではない。」
「職員が増えた？」→「いや増えてない。」
「支援会議、重層的支援会議で使う様式は？」→「とりあえず、国の様式で…」。

いつの間にか「町の
重点施策」になって

ますけど…。



令和４年度の取り組み状況

事業種別 事業名 事業内容

包括的相談支援事業

包括的相談支援事業
総合相談事業
（社協へ委託）

地域包括支援センターの運営

包括的相談支援事業
権利擁護事業
（社協へ委託）

包括的相談支援事業
包括的継続的ケアマネジ
メント支援事業
（社協へ委託）

心身障害者福祉事業
障害者相談支援事業
（共済福祉会委託)

基幹相談支援センター機能
強化

健康づくり課
母子保健事務事業

利用者支援事業
子育て世代包括支援センター
事業

社会福祉協議会事業
町は実施せず

生活困窮者自立相談支援事業

社会福祉総務事務事業
新規事業
福祉事務所未設置町村相談事
業

生活保護などに対する相談
事業
会計年度任用職員報酬及び
手当に充当

事業種別 事業名 事業内容

地域づくり事業

地域づくり事業
介護予防・生活支援団体
補助金

一般介護予防事業の内
地域介護予防活動支援事業
居場所に対する補助金

地域づくり事業
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業
委託（社協へ委託）

生活支援体制整備事業

心身障害者福祉事業
地域活動支援センター事業

地域活動支援センター事業

子育て支援課
民間保育施設管理事業
地域子育て支援拠点事業
(預かり)

地域子育て支援拠点事業
5日型仁田マーガレット保育園
6日型函南さくら保育園

社会福祉総務事務事業
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置
業務委託
（社協へ委託）

生活困窮者支援等のための地域
づくり事業

多機関協働事業等
(新規事業)

多機関協働事業
他機関協働事業委託料
（共済福祉会へ委託）

様々な関係機関の調整を行う
支援プランの作成
進捗管理・評価

多機関協働事業
アウトリーチ等支援・参加
支援事業業務委託
（社協へ委託）

引きこもり者等に対し訪問し継
続的に支援を行う事業

ボランティアや就労など
社会参加を促す事業

※赤色は重層事業を実施するにあたっての新規事業

事業や予算が他課に横断しているため、組み換えが複雑。
補助率は従来通りであり、財政面では変化なし。



令和4年度の取り組み状況＜事業全体＞

１．重層的支援体制推進会議の実施（年２回開催予定）
・５月２４日実施

全庁的な取り組みとなっているため全課長へ事業説明。

「各課で相談を受け止め・次へつなげる」
まるごとシートの活用方法

２．住民への周知
・チラシを作成。町内小学校と中学校の全生徒へ配布。

なぜ学校？？→ヤングケアラー、不登校、こどもの貧困、障害による手帳取得

や自立支援制度につながらない（ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ）まま卒業し、引きこ
もりなど、将来的に複雑化・複合化した世帯に移行する。学校卒
業と共に支援が切れてしまう世帯が多い（早期に予防する）。

教育長から
「ちょっと待っ
た！仕事を増やさ
ないで！」←説明

後、快諾！







令和４年度の取り組み状況＜事業全体＞

３．各分野で実施している会議等への出席
地域ケア会議/障害者相談支援事業所の会議/障害者就労支援事業所の会議/不登校連絡会/

民生委員定例会/区長会 など

・町担当者が事業説明
多機関協働事業担当職員（委託）・アウトリーチ担当職員（委託）が今後各支援機関と連
携するために必要（顔の見える関係づくり）。

4．定例会議の実施
①福祉課・多機関協働事業受託者（共済福祉会）・アウトリーチ等継続的支援及び参加支

援事業受託者（社協）と定期的（最低1回/月）に開催。
②包括的相談支援事業所定例会議（１回/３か月）に開催

5．役場職員への研修会の実施（予定）
「断らない相談支援体制」「多様な相談を受け止める」「住民の困りごとに気が付き適切

な相談支援機関につなげるために」職員ひとり一人が広い視野で対応し、対応力のスキ
ルアップが必要。まるごとシートの活用方法を含めた研修会を実施予定。



令和４年度の取り組み状況 ＜多機関協働事業＞

＜支援会議・重層的支援会議の実施＞
定例開催ではなく、その都度開催。メンバーは固定でなく、相談内容に応

じて関係機関を招集。（４月～６月支援会議1ケース実施。現在、支援会議から同意

を得た重層的支援会議へ移行中）

（対応・課題）
①出席に伴う依頼文を準備
②相談記録を多機関協働事業者へどうやってどの様式で提出するのか
③会議で使用する様式はどうするのか（アセスメントシート）
④本人同意

本人ってだれ？世帯の支援であるため世帯員全員必要か？
未成年はどうするのか？

⑤記録の共有
支援者間での連携が必須。情報の共有が必要。その都度電話？紙？
→しずけあかけはしの見守り支援機能が使えるかも。



令和４年度の取り組み状況＜地域づくり事業＞
生活支援体制整備事業で以
前から「地域の支えあい勉
強会」を実施。その結果
・移動支援の仕組みづくり
・運転ボランティア
・生活支援ボランティア
・居場所づくり
・ローソンの移動販売
・デマンドタクシーの試行
（保険者機能強化推進交付金
の活用）

などの活動が開始。

これからは、
高齢者を対象にしていた勉
強会を、世代にこだわらな
い勉強会で開始予定！！

行政主導ではなく、自分事
とした自主的な活動を支援

した地域づくり。



令和４年度の取り組み状況＜地域づくり事業＞

令和３年度から生活支援コー
ディネーターを中心に、民間企
業を巻き込んだ地域の場づくり
を実施している。

・「DCカフェ」
ダイハツ沼津函南店の定休日を
利用。
福祉課や社協（SC）での予算は
ほぼない。
なぜできる？？
町と地域包括協定を結んでいる
企業や社会福祉法人・障害支援
事業所等、ボランティアが運営
に協力！

・社会福祉協議会
社協が設置する居場所として新
たな居場所を創設予定。カフェ
としてオープンし、多世代型の
居場所を想定している（今年度
中に設置予定）。



令和４年度の取り組み状況＜参加支援事業＞

国の実施要項

「本人への必要な支援を行うために協力す
る受入れ企業等に対し、支援に必要な実費
相当分を謝礼として支出できる」とされて
います。
函南町は参加支援事業委託の委託料に含め
いています。

色んなメニューを作っておこう！というこ
とになり、障害の就労支援事業所や一般企
業へ理解を求め、登録制を考えている。

＜今後の課題＞
事業所が受け入れてくれる場合は報
酬費用はいくら？根拠は？最大何回ま
で？



函南町まるごとサポート まとめ

＜今年度重点的に取り組んでいること＞

①「個別の対応」は個々の相談分野が専門。多機関協働事業は、支援が届いていない「世帯へ
の支援」である事を各相談支援機関等へ理解を求める。

②役場内の庁内連携（職員研修）

③長期のひきこもりになってからでは対応は困難であり解決が難しい。早期に予防するには、
児童分野や教育関係者の支援が切れる前に連携が必要であるため、児童分野や教育関係の支
援会議等へ積極的に出向き顔の見える関係をつくる。

④多機関協働事業やアウトリーチ等継続的支援を実施する職員は、様々な分野の幅広い知識が
必要。人材育成や行政の支援が重要。


