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「地域生活つむぎあいプロジェクト 」 とは

「高島市地域生活つむぎあいプロジェクト」は市が実施する

地域共生社会の実現に向けた取組みの名称です。

「地域共生社会」とは、『縦割り』や「支え手」「受け手」と

いう関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく社会をいいます。
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プロジェクトで取り組むこと

重層的・包括的な支援体制構築に向けた３つの取り組み

１．包括的な相談支援体制を強化します

２．参加の支援体制を強化します

３．地域づくりに向けた支援体制を強化します
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地域共生社会の実現に向けた体制の構築

・相談を受け止める機能の強化
⇒ 連携促進ツール「つむぎあいシート」の試験運用・検証を進めつつ、個別の相談支援をすすめます。
・多機関協働の中核機能の整備
⇒ 地域生活つむぎあい会議を軸に、分野別相談支援センター連絡会等により多機関との連携をすすめます。
・継続的につながる機能の強化
⇒ 地域ケア会議による支援共有と行動連携を行うとともに、庁内連携会議等との連携をすすめます。

・既存の社会参加支援制度との連携に関する機能の強化
⇒ 既に整備されている資源（就労支援、学習支援、食糧支援等）との連携をすすめます。
・既存の支援（資源）では対応できない「狭間のニーズ」を持つ者の社会参加を取り持つ機能の強化
⇒ 8050のひきこもり者、障害の疑いがある者など、狭間のニーズがある人への支援をすすめます。

１．包括的な相談支援体制の強化

２．参加の支援体制の強化

・交流の場・居場所の確保に関する支援の強化
⇒ 関連施策や協議会と連携し、まずは属性別に整備されている現行制度の相互理解をすすめます。
⇒ 世代や属性を超えて、住民同士が交流できる場や居場所を整備するための支援をすすめます。

・地域づくりに関するコーディネート機能の強化
⇒ 地域別くらし連携会議を中心に、住民自治協議会の設立に向けた動きや生活支援体制整備などの

関連施策と連携をすすめます。

３．地域づくりに向けた支援体制の強化
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• 面積 693.0ｋ㎡（琵琶湖除く 511.36ｋ㎡ ）

• 世帯数・人口 20,514世帯 47,226人

• 人口密度 92人/ｋ㎡

• うち65歳以上 16,807人（35.58％）

• 15～64歳 25,469人（53.93％）

• 14歳以下 4,950人（10.48％）

• 自治会数 204

うち限界集落数 41 準限界集落数 103

• 学校数 小学校 13校 中学校 6校

• 区・自治会加入率 約74％
（令和4年3月31日現在）

※平成１７年１月に高島郡内の５町１村が合併

高 島 市 の 概 要



高 島 市 の 特 徴
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・面積が大きく広大な山間部では区・自治会が点在している。

・204の区・自治会は規模500世帯～10数世帯まで様々。

・区・自治会域と市域の間の、中間域の自治基盤がない。

・自治会連合会やまちづくり協議会などのまちづくり系の基盤組織がない。

・福祉推進基盤として、区・自治会域に福祉推進委員会、

中学校区域（6地域）に住民福祉協議会があり、市社協が推進。

・保健福祉圏域は1市1圏域。



連携の夜明け
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□ある日、突然上手くいくわけではない。もやもやは数年前からずっと。

□だけど、庁内における連携が必要なことは、どの部署も職員も感じていた。

□なので、各機関はそれぞれに、横串を刺す動きを始めていた。

□そこで、気づいた「どの会議も同じ顔ぶれ問題」、「会議多過ぎじゃない？問題」

□ここに、法律改正や計画策定が、仕組みを変えるチャンスになる。



連携の夜明け
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□個別相談支援の現場では、ずっと狭間は気になっていた。

□保健師、ケースワーカーには、すでに複合問題を総合支援している自負があった。

□現場（個別ケア会議等）で出来ていた多職種連携を、仕組化すること考えた。

□現場、学区、市域といった、“圏域”を可視化する。「そこに誰がいるのか」が見える。

□仕組化の作業を、事務職も専門職も、分担して共有することでチームになる。



「高島市地域生活つむぎあいプロジェクト」の展開と広がり年表 （2015～2018）

地域共生社会の実現に向けた体制の構築

年度
重層的・包括的な相談支援体制づ

くりにかかる施策動向
全体運営に関すること 庁内連携に関すること 関係機関連携に関すること

相談支援体制の強化
に関すること

参加支援体制の強化
に関すること

地域づくり支援の強化
に関すること

以前
・地域包括支援センター（南北2か
所）で実施［H22 2010～26 2014］

・地域活動支援センター事業の実施
（2か所）　 [H18.10～]

・障がい者相談支援センター「コン
パス」開設（H24 2012）

H27 ・生活困窮者自立支援法成立
・生活困窮者自立支援対策庁内連携
会議の設置

・つながり応援センターよろず運営
委員会設置

・生活困窮者自立支援機関「つなが
り応援センターよろず」開設

2015
・厚生労働省「誰もが支えあう地域
の構築に向けた福祉サービスの実現

・健康いきいき応援センターの廃止
[健康推進課と地域包括支援課に業務
集約]

・相談窓口職員連絡会スタート
・地域包括支援センターが基幹型1か
所に統合

　時代に対応した福祉の提供ビジョ
ン」発表

・利用者支援事業（子育て：基本
型）の開始［結びと育ちの応援団］

・なんでも相談会スタート（市地域
包括支援課委託事業）

H28
・社会福祉法改正　→　社会福祉法
人　制度改革

・地域包括支援体制構築に係る準備
会議を設置（2回）[健福部課長]
※事務局は、地域包括支援課

・就労準備支援事業ホップ開設（虹
の会）

・生活支援体制整備事業の開始
（第1層協議体・Coの設置）

2016
・「ニッポン一億総活躍プラン」に
「地域共生社会」位置づけ
・厚労省内に「我が事・丸ごと」地
域共生社会実現本部設置
・「地域における住民主体の課題解
決力強化・相談支援体制のあり方に
関する検討会」（地域力強化検討
会）設置

H29 ・地域包括ケアシステム強化法成立
・体制構築に係る準備会議（5回）
[健福,子未来,部課長]

・子ども未来部が創設
[健康福祉部との2部体制に]

・利用者支援事業（子育て：母子保
健型）の開始

・就労準備支援ホップから「にじカ
フェ」誕生

・子育て支援センターの統合
（6か所→4か所）

2017
・社会福祉法に基づく市町村におけ
る包括的な支援体制に関する指針

※事務局を、地域包括支援課と社会
福祉課の２課体制に

・体制構築にかかる作業部会を設置
（8回）[2部内実務者]
※各支所を対象に「拠点としての支
所機能に関する聞き取り調査」を実
施

H30
・改正社会福祉法施行（包括的支援
体制整備が位置づけられる）

★「地域生活つむぎあいプロジェク
ト」に名称が決定

・体制構築にかかる作業部会（6回）
[2部内実務者]

・くらし連携会議（高島モデル）を
開催（1回）

2018
・地域共生社会に基づくサービスの
創設

・上記会議を、地域生活つむぎあい
プロジェクト準備会議として開催（1
回）

※民生委員を対象に「地域の相談支
援体制に関するアンケート」を実施

・施設協によろず相談窓口担当職員
を配置

・行政、関係機関、民生委員向け研
修会（講師：藤井教授、永田教授）
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地域共生社会の実現に向けた体制の構築

「高島市地域生活つむぎあいプロジェクト」の展開と広がり年表 （2019～2022）

年度
重層的・包括的な相談支援体制づ

くりにかかる施策動向
全体運営に関すること 庁内連携に関すること 関係機関連携に関すること

相談支援体制の強化
に関すること

参加支援体制の強化
に関すること

地域づくり支援の強化
に関すること

R1 ・くらし連携支援室が開室
・庁内連携つむぎあい会議を設置
　開催（1回）

・くらし連携会議（高島モデル）の
開催（3回）

・なんでも相談会（市地域包括→市
社会福祉課委託事業へ）

・就労準備支援ホップにアウトリー
チ支援員を配置

・生活支援体制整備事業　第2層での
取組み開始（3地域にCo設置）

2019
・地域生活つむぎあい会議を設置
　開催（2回）

・プロジェクト作業部会（6回）
※つむぎあい会議委員を対象に「ヒ
アリング調査」を実施

・厚労省職員による関係者向け研修
会（講師：大臣官房総務課広報室
野崎氏）

R2
・「地域共生社会の実現のための社
会福祉法等の一部を改正する法律」
公布

・地域生活つむぎあい会議（2回）
・庁内連携つむぎあい会議と生活困
窮庁内連携会議を統合

・市内６地域でのくらし連携会議を
開催（各2、3回）

・自立支援機関（就労支援）を、働
き暮らし応援センターに移管（社協
→ゆたか会）

・生活支援体制整備事業　第2層の全
地域にCo設置（6地域）

2020 ・関係課ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催（10回）
・厚労省職員による関係者向け研修
会（講師：社会・援護局地域福祉課
國信氏、田代氏）

・あいりんつむぎ地域包括支援セン
ターの設置

・プロジェクト作業部会（4回）
※つむぎあいシートの検討・作成

・R3.1月「つむぎあいシート」運用
開始

・（再掲）６地域くらし連携会議 ・（再掲）６地域くらし連携会議 ・（再掲）６地域くらし連携会議

R3 ・地域生活つむぎあい会議（2回） ・庁内連携会議（2回） ・地域別くらし連携会議（3回） ・権利擁護支援中核機関の設置検討
・参加支援事業の実施検討
・アウトリーチ支援事業の実施検討

・子育て支援センターの統合
（4か所→2か所）

2021
・第4次地域福祉計画の策定
　※計画への具体的位置づけ

・プロジェクト作業部会（2回）
※重層的体制整備事業の本格実施
　に向けた検討・調整

・分野別相談支援センター連絡会の
設置（市と社協の協働事務局）（2
回）

・利用者支援事業運営会議開始（月
例）
・（再掲）センター連絡会

・新たな共助の基盤づくり事業の検
討
・見守りＮＷ事業者説明会の開催
（5）

・地域共生社会体制構築事業として
重層的支援体制整備関連事業を予算
化

・（再掲）６地域くらし連携会議 ・（再掲）６地域くらし連携会議 ・（再掲）６地域くらし連携会議

R4 ・地域生活つむぎあい会議（2回） ・庁内連携会議（２回） ・仮）権利擁護支援協議会の設置 ・仮）権利擁護支援定例会の設置 ・新）参加支援事業の開始
・新）生活困窮 地域づくり事業の開
始

2022

・新）くらし連携支援室（市）と、
成年後見サポートセンター（市社
協）に、新たに権利擁護支援に関す
る中核機関機能を整備

・プロジェクト作業部会
※属性別個別会議と支援会議の連携
についての検討・調整

・地域別くらし連携会議（定例化）
・新）重層的支援会議の設置（定
例）
・新）支援会議の設置（随時）

・新）アウトリーチ等による継続的
支援事業の開始

・見守りＮＷ事業者説明会
・新）見守りＮＷ全体意見交換会の
検討

・分野別センター連絡会（２回）
・（再掲）相談支援センター連絡会
・（再掲）６地域くらし連携会議

・（再掲）６地域くらし連携会議 ・（再掲）６地域くらし連携会議
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位置づけと枠組みを作り
問題意識の共有と合意形成を行う

一緒にする作業で連携意識を深めると
共に多様な参加とつながりを広げる

制度にとどまらない課題
解決のための先駆的実践

高島市での官（市）と民（社協・社福法人等）の役割と連携
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生活の場での支え合い、
居場所や活動などの資源が生まれる場



区・自治会

福祉推進委員会

推 進 委 員 長 区 役 員
民 生 委 員 児 童 委 員
健康推進員 ボランティア

【第3層】
日常生活圏域
区・自治会

【第2層】
中学校圏域

【第１層】
市 域

住民主体の取り組み
住民と専門職の協働

専門職の協働

支え合い活動

つどいの場

見守りネットワーク
活動

見守り会議

住民福祉協議会

福 祉 推 進 委 員
民 生 委 員 児 童 委 員
福 祉 施 設 N P O 法 人
地域学校協働活動推進員
ボ ラ ン テ ィ ア

地区ボランティアセンター

くらし連携会議
（中学校区域の
専門職連携の場）

見守り会議
への参加

高島市地域生活つむぎあい会議ふくしのまちづくり推進委員会

障
が
い
分
野

分野別相談支援センター連絡会

子
ど
も
・
子
育
て
分
野

子
ど
も
・
若
者
分
野

保
健
分
野

困
窮
者
支
援
分
野

高
齢
分
野

分野別相談支援センター

各分野
法定協議会等

つむぎあいシート

仮）くらし連携
個別支援会議

× × × ×

複合多問題
制度の狭間セーフティネット

連絡会

専門×他機関×地域

専門×専門
専門×専門

庁内連携つむぎあい会議

専門×専門

専門×専門

分野別・地域別の連携のための「枠組仕組」の展開



市域でのつながりの場
（令和元年度設置 委員長：同志社大学永田教授）

* 地域共生社会実現に向けた理念や取組共有の促進
* 多機関協働による重層的支援体制の構築に向けた
連携・協働の検討

* 地域力の強化に向けた連携・協働の検討
* 地域生活課題や福祉ニーズの把握

要保護児童
対策

生活困窮者
自立支援

ＮＰＯ法人

子ども若者
支援

市民活動
支援

商工経済
団体

高島市地域生活つむぎあい会議

高齢者福祉

民生委員・
児童委員

障がい者
福祉

医療

社会福祉
協議会

共同募金
活動

くらし連
携支援室

【第１層】
市域

市域での連携促進に向けたふたつの協議体（多機関協働事業）

▶ プロジェクトに関連する取組実践と見えてきた課題について共有する中で、地域猫の課題や事業者
との連携、市民大学での学びの機会づくり等について議論が交わされた。（7/29、1/13開催）
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庁内のつながりの場
（庁内３０部局）

（令和２年度設置）

* 平成26年度に「生活困窮者自立支援対策庁内連携会議」
として、庁内２２部局が参加する場として設置。

* 令和2年度より、参加メンバーを拡大して現在の形に。
* 連携時の顔の見える関係づくりと理念や意識の共有
* 互いの組織や業務に関する相互理解の促進（研修）

子育て支援課

社会教育課

商工振興課

障がい福祉課

高島市民病院
地域医療連携室

マキノ支所

市民協働課
納税課

防災課

地域包括支援課

児童発達
支援センター

学校給食課

税務課

朽木支所

長寿介護課

都市政策課

高島支所

高島市民病院
医事課

子ども・若者
支援センター

安曇川支所

社会福祉課

市民課

子ども家庭相談課

総合戦略課

保険年金課

上下水道課

健康推進課

農業政策課

学校教育課

今津支所

働き暮らし
応援センター

社会福祉協議会

【第１層】
市域

14

市域での連携促進に向けたふたつの協議体（多機関協働事業）



庁内連携つむぎあい会議

15

生活困窮者自立支援対策庁内連携会議
＊平成27年度に設置

＊生活困窮者支援に関わる庁内２２部局による会議体

＊令和元年度に設置

＊地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制の確立に

関わる庁内３０部局による会議体

・どちらも、困りごとを抱える市民や家族等への“個別の生活相談・支援”が入り口。

・どちらも、経済的困窮や社会的孤立、生活課題の複合化といった社会的課題が拡大

する中で、総合行政として庁内外と連携して対応することが求められている。

令和元年度より、一体的に開催



専門職のつながりの場
［行政（支所・保健師）、社協など］

・個別ケース対応や分野別活動から見る
地域ニーズや課題、資源の把握
・各分野の取組方針や活動計画の情報交換
・目指すべき地域の姿に向けた専門職に
よる連携構築、地域への働きかけの検討
・地域に根差した社会資源の創出、担い手
養成に向けた検討 など

（圏域別）くらし連携会議

地域
ケア会議

個別
ケース支援

分野別活動

住民主体のつながりの場
［地域の住民、ボランティア、ＮＰＯ，
福祉関係団体、事業所など］

・多様な立場の主体による地域課題の把握
と解決に向けた検討
・分野を越えた関係者のネットワーク化
・目指すべき地域の姿に向けた住民主体に
よる取組みの検討 など

見守り活動日常の相談地域活動

住民福祉協議会

○専門職中心のくらし連携会議と住民主体の住民福祉協議会で協議されたことを共有し、住民と専門職が一体的に
地域づくりを協議し取組みを検討する。分野ごとの専門職活動、地域ごとの住民活動の実践につなげる。

○住民福祉協議会と市社会福祉協議会が主催するセーフティネット連絡会との連携をすすめていく。

Ｈ31．1月作業部会作成

セーフティネット連絡会

生活支援
コーディ
ネーター

民生委員・
児童委員

社会福祉
協議会

支所福祉
窓口担当

地域学校協働
コーディネー

ター

医療機関

保健師
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専門職連携の場「くらし連携会議」（多機関協働事業・地域づくり事業）



専門職連携の場「くらし連携会議」（多機関協働事業・地域づくり事業）

地域 定例 構成機関 地域 定例 構成機関
＊あいりんつむぎ地域包括支援センターなど ＊支所（福祉業務担当）

市社協生活支援コーディネーター 市社協生活支援コーディネーター

地域包括支援課 地域包括支援課

支所（福祉業務担当） 健康推進課

健康推進課 ＊高島民生委員児童員協議会

市社協生活支援コーディネーター ＊地域学校協働活動推進員

あいりんつむぎ地域包括支援センター ＊高島市民病院地域医療連携室

地域包括支援課 市社協生活支援コーディネーター

支所（まちづくり担当） 地域包括支援課

健康推進課 健康推進課

朽木診療所 ＊元気な仲間

朽木駐在所 市社協生活支援コーディネーター

はあとふる朽木 地域包括支援課

市社協生活支援コーディネーター 健康推進課

地域包括支援課

支所（福祉業務担当）

健康推進課

　※各地域では、定例での専門職連携の場として開催。そのうち、年３回を「くらし連携会議」として開催。

　※構成員については、地域ごとに定めており、＊マークの機関は必要に応じて参加。

情報交換会

月１回

（市役所本庁）

今津
今津会議

２ヵ月１回

（今津支所）

マキノ

　赤字は、社協のＣＯＷ＋民間事業者。

マキノ地域会議

月１回

（マキノ支所）

高島

高島地域連絡会

月１回

（高島保健センター）

新旭

新旭地域くらし連携会議

月１回

（新旭保健センター）
朽木

朽木ケア会議

月１回

（朽木診療所）

安曇川
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【分野別相談支援センター連絡会】
令和３年度設置。 保健・福祉分野の各基幹センター（８機関）によるネットワーク会議。

【設置の狙い】
１．各分野の基幹となる支援機関が、互いの役割や事業等について相互に理解する。
２．それぞれが把握する生活課題をもとに共通する地域課題を整理し、その解決に向け
共同して取り組むことや促進すべき連携等について検討する。

３．本市における包括的支援体制のビジョンを共有し、そのもとでの関係強化と事業連携
を図ることで、包括的相談支援体制の構築に向け中核的な役割を果たす。

【参加機関】 ８機関
地域包括支援センター（地域包括支援課）、障がい者相談支援センターコンパス（虹の会）、
仮）子ども家庭総合支援拠点（子ども家庭相談課）、保健センター（健康推進課）、
つながり応援センターよろず、成年後見サポートセンター（社協相談支援課）、
社協地域福祉課、くらし連携支援室

事務局は、市くらし連携支援室と市社協相談支援課の協働体制

共通する生活課題の解決に向けて 「分野別相談支援センター連絡会」（多機関協働事業）

分野間連携の場「相談支援センター連絡会」（多機関協働事業）



プロジェクトの目標と方針 （振りかえり）

① 個別対応時の連携課題の整理と連携ツールの運用

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

③ 第１層(市域)と第２層(中学校圏域)における連携の強化

④ 分野別相談支援センター連絡会などによる

関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

令和３年度 実績
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「くらし連携支援室」の個別相談支援 （Ｒ３年度実績）

① 個別対応時の連携課題の整理と連携ツールの運用

Ｒ元年度 Ｒ２年度 本年度 本年度

新規相談受付件数（総数） 84 145 119 新規相談受付件数（総数） 119

支援継続件数（総数） 9 26 37 支援継続件数（総数） 37

病気・けが 24 46 58 地域からの孤立、近隣トラブル等 28

経済的困窮 48 105 61 本人または世帯が支援を拒否 7

家計管理の課題 - 21 36 頼れる家族や親族がいない 6

債務 - 12 29 ＊社会的孤立（上記３項目合計） 41

家族関係 27 38 39 介護と育児のダブルケア 1

障がい - 30 30 中高年ひきこもり（８０５０問題） 4

子育て - 7 7 ヤングケアラー（１８歳未満） 2

社会的孤立 9 18 25 金銭管理ができない 36

就労不安定 - 22 34 動物の多頭飼い、ネグレクト 0

住まい不安定 - 13 11 障がいの疑い（手帳なし） 7

その他 45 28 15 若年層の生活困窮 6

＊２　表２は、Ｒ3.12.6「相談支援機関における複合的な課題への対応に係る調査」滋賀県社会福祉協議会より。

課

題

分

類

（
重

複

あ

り

）

【　表１　】 【　表２　】

課

題

分

類

（
重

複

あ

り

）

＊１　表１は、くらし連携支援室での統計より。
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① 個別対応時の連携課題の整理と連携ツールの運用

連携促進ツール「つむぎあいシート（相談支援受付票）Ａ票」

21



「くらし連携支援室」（多機関協働事業）での調整（Ｒ3年度実績）

① 個別対応時の連携課題の整理と連携ツールの運用

・つむぎあいシートによる連携数 １０件
※つなぎ元（地域包括支援課３、市民病院地域医療連携室２、朽木診療所３、

あすくる高島１、社会福祉課１）

・地域ケア会議（支援会議）の開催数 １２ケース、２７回
※依頼元（健康推進課３、地域包括支援課３、市民病院地域医療連携室１、

あすくる高島１、子ども家庭相談課１、社協相談支援課１、就労準備支援

ホップ１、生活保護１） うち、同意有り４、同意なし８）

■相談支援から見る傾向と今後の課題

・本人同意を得ることの難しさ ➡ 支援開始前の関係づくり

・連携メリットと負担感のバランス ➡ つむぎあいシートの更なる周知活用

・専門機関だけの支援になっている ➡ 専門×地域の更なる連携
22



市域でのつながりの場
（令和元年度設置 委員長：同志社大学永田教授）

* 地域共生社会実現に向けた理念や取組共有の促進
* 多機関協働による重層的支援体制の構築に向けた
連携・協働の検討

* 地域力の強化に向けた連携・協働の検討
* 地域生活課題や福祉ニーズの把握

要保護児童
対策

生活困窮者
自立支援

ＮＰＯ法人

子ども若者
支援

市民活動
支援

商工経済
団体

高島市地域生活つむぎあい会議

高齢者福祉

民生委員・
児童委員

障がい者
福祉

医療

社会福祉
協議会

共同募金
活動

くらし連
携支援室

【第１層】
市域

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

市域での連携促進に向けたふたつの協議体（多機関協働事業）

▶ プロジェクトに関連する取組実践と見えてきた課題について共有する中で、地域猫の課題や事業者
との連携、市民大学での学びの機会づくり等について議論が交わされた。（7/29、1/13開催）
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② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

高島市地域生活つむぎあい会議

第１回 R3.7.29：共同募金委員会の取り組み（澤委員）

第２回 R4.1.13：住民自治協議会の取り組み（井上委員、坂下委員）

▶ 委員からの実践報告や話題提供をいただいくのも本会議の特徴。昨年度は、地域活動の財源である
「共同募金」や地域づくりの核となる「住民自治協議会」の現状等を報告いただいた。
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庁内のつながりの場
（庁内３０部局）

（令和２年度設置）

* 平成26年度に「生活困窮者自立支援対策庁内連携会議」
として、庁内２２部局が参加する場として設置。

* 令和2年度より、参加メンバーを拡大して現在の形に。
* 連携時の顔の見える関係づくりと理念や意識の共有
* 互いの組織や業務に関する相互理解の促進（研修）

子育て支援課

社会教育課

商工振興課

障がい福祉課

高島市民病院
地域医療連携室

マキノ支所

市民協働課
納税課

防災課

地域包括支援課

児童発達
支援センター

学校給食課

税務課

朽木支所

長寿介護課

都市政策課

高島支所

高島市民病院
医事課

子ども・若者
支援センター

安曇川支所

社会福祉課

市民課

子ども家庭相談課

総合戦略課

保険年金課

上下水道課

健康推進課

農業政策課

学校教育課

今津支所

働き暮らし
応援センター

社会福祉協議会

【第１層】
市域

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

▶ 暮らしづらさを抱える人の状況や連携強化に向けた実践と課題について共有した上で、連携促進
ツールの活用方法や情報弱者への情報伝達方法についての研修等を行った。（6/30、1/12開催）

市域での連携促進に向けたふたつの協議体（多機関協働事業）
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② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

▶ 第１回会議では、事前に事例検討した内容をつむぎあいシートに落とし込むグループワークを実施。
第２回会議での研修については、一昨年度の課題提起から情報弱者への視点をテーマとした。

第２回 R4.1.12：企画広報課との合同研修

第１回 R3.6.30：グループワーク「庁内連携・つむぎあいシート」

26



社会との関わり、つながりづくりに向けた支援実績（参加支援・アウトリーチ支援）

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化

・ゆるーい基地の情報紙「ゆるきち」と、みんなのゆる基地「よろず畑」

ひきこもり支援に関係する市内団体等の「つながり応援支援者ネットワーク」
ここからうまれた「ゆるきち」と、各団体が一緒に活かす「よろず畑」

■ゆるきち編集メンバー： あすくる高島、虹カフェ、仲間のＷＡ！
（2020.11月～） 夢カフェ・タンポポ、よろず畑

・社会的居場所「虹カフェ」と、新たな居場所「MIZU café cocco」

就労準備支援事業ホップから派生した、社会的居場所「虹カフェ」と
属性を問わない新たな居場所「MIZU café cocco」 R4.1.11つむぎあい会議

で虹の会より実践報告し
ていただきました。

27
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社会との関わり、つながりづくりに向けた支援実績（参加支援・アウトリーチ支援）

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強化
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③ 第１層(市域)と第２層(中学校区域)における連携の強化

身近な地域における専門職連携の場「くらし連携会議」（多機関協働・地域づくり）

地域 定例 構成機関 地域 定例 構成機関
＊あいりんつむぎ地域包括支援センターなど ＊支所（福祉業務担当）

市社協生活支援コーディネーター 市社協生活支援コーディネーター

地域包括支援課 地域包括支援課

支所（福祉業務担当） 健康推進課

健康推進課 ＊高島民生委員児童員協議会

市社協生活支援コーディネーター ＊地域学校協働活動推進員

あいりんつむぎ地域包括支援センター ＊高島市民病院地域医療連携室

地域包括支援課 市社協生活支援コーディネーター

支所（まちづくり担当） 地域包括支援課

健康推進課 健康推進課

朽木診療所 ＊元気な仲間

朽木駐在所 市社協生活支援コーディネーター

はあとふる朽木 地域包括支援課

市社協生活支援コーディネーター 健康推進課

地域包括支援課

支所（福祉業務担当）

健康推進課

　※各地域では、定例での専門職連携の場として開催。そのうち、年３回を「くらし連携会議」として開催。

　※構成員については、地域ごとに定めており、＊マークの機関は必要に応じて参加。

情報交換会

月１回

（市役所本庁）

今津
今津会議

２ヵ月１回

（今津支所）

マキノ

　赤字は、社協のＣＯＷ＋民間事業者。

マキノ地域会議

月１回

（マキノ支所）

高島

高島地域連絡会

月１回

（高島保健センター）

新旭

新旭地域くらし連携会議

月１回

（新旭保健センター）
朽木

朽木ケア会議

月１回

（朽木診療所）

安曇川
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④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

高島市見守りネットワーク事業と「協力事業者向け説明会」
平成２６年開始。現在７１の協力事業者と市が協定を結び実施中。

●協力事業者の声

・従業員にも声かけして、みんなに周知していけると良い。

・本当に困っている人がSOSを出せているのか、普段の活動で気づいていきたい。

・市への連絡にハードルを感じていたが、顔の見える関係ができると連絡しやすい。

■地域づくり支援から見る傾向と今後の課題

・見守りの距離感の難しさ ➡ 見守りについて学ぶ機会

・連携するハードルが高い ➡ 常時から顔の見える関係づくり

・連携（情報提供）するタイミング ➡ 具体的な事例や実績の見える化

・事業についての認知度 ➡ 新規募集案内・協定締結後のアプローチ

見守りネットワークによる、みんなで取り組む見守り活動（地域づくり）

30
▶ 令和３年度は、４社から申し込みがあり意見交換を行った。また、市社協地域福祉課、地域包括

支援課、くらし連携支援室で定例会議を行い、地域活動や協定事業との連携をはかった。



④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

見守りネットワークによる、みんなで取り組む見守り活動（地域づくり）

広
報
た
か
し
ま

令
和
４
年

３
月
号

協力事業者
説明会に申込
みいただいた
「高島運輸株
式会社」の社
長さんと担当
者さんに、

登場していた
だきました。
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左半面は市社
協による地域
での取り組み
を紹介。

市と社協合同
で誌面構成を
検討して作成
しました。



④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

（令和３年度設置 第１回：５月２８日、第２回：１月２１日）

【設置の狙い】
互いの体制や事業等を共有し、共通する生活課題の解決に向けて共同して取り組むことや
連携体制強化等について検討することで、関係強化と連携促進を図る。

【参加機関】 ７機関
地域包括支援センター（地域包括支援課）、障がい者相談支援センターコンパス（社会福祉
法人虹の会）、仮）子ども家庭総合支援拠点（子ども家庭相談課）、つながり応援センター
よろず（社協相談支援課）、保健センター（健康推進課）、社協地域福祉課、くらし連携支援室

【第１回協議結果： 今後の連携や実践のポイントを以下のように整理】
１．分野を超えた相互理解の推進
２．人材育成・支援者支援の仕組みづくり
３．ヤングケアラー支援などの地域課題化と政策形成

共通する生活課題の解決に向けて 「分野別相談支援センター連絡会」

② 重層的支援体制整備に向けた理念共有と様々な連携強
化

32



④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

庁内・関係機関への研修、周知啓発

◆７月２日 教育支援員研修「虐待の可能性のある事例をどう見立て、

つなぎ、関わるか」

◆10月15日 あすくる家族学習会「若者の自立を支援する様々な制度

と居場所」

◆12月20日 新規採用職員研修「暮らしづらさを抱える人への配慮と

地域共生に向けたまちづくり」

◆１月７日 庁内人材育成研修「地域共生社会の実現を目指す福祉の

まちづくり」

◆１月21日 障がい者相談支援連絡会研修「ひきこもりの方の現状と

支援について」
33



④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

実践報告・視察対応

◆８月25日 兵庫県「包括的支援体制づくりセミナー」

◆10月22日 広島県「地域の支え合いコーディネート機能強化研修」

◆10月~2月 全国コミュニティライフサポートセンター 「重層的

支援体制整備事業による体制整備に向け事業実施体制

の評価指標の開発に関する調査・研究事業」

◆11月２日 厚生労働省「重層的支援体制構築推進人材養成研修

全国研修（分野別研修）」

◆３月10日 滋賀県「重層的支援体制整備事業にかかる研修会」

34



④ 分野別相談支援センター連絡会などによる
関連施策や協議体との連携強化と相互理解の推進

その他
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○今ある資源や仕組み・取組みについて整理、共通理解を進める。

（年表・ネットワーク関係図等の作成と研修、分野別センター連絡会）

○入口（相談支援）から出口（参加・地域支援）までを、一体的に思考する。

多種多様な参画者に意識してもらえるような発信をこころがける。

（市つむぎあい会議、圏域別くらし連携会議、作業部会）

○専門×専門の連携強化と、専門×地域（住民・企業活動）の連携強化、

それぞれを意識した仕掛けや仕組みを行う。

（専×専：ツール作成、くらし連携会議、専×地：見守りネットワーク）

○官と民、それぞれの強みと弱みを理解して、活かす。

（庁内連携会議、社会福祉法人の社会貢献、協働実践、会議参画）

つむぎあいプロジェクト推進のためのこれまでのポイント
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令和４年度の重点プロジェクト

① 重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

② つむぎあいシートの運用拡大と個別支援会議の充実

③ 地域間、分野間、庁内における連携の更なる強化

プロジェクト 今後の展開
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新規 * 一括交付金を活用した重層的支援体制整備事業の実施

新規 * 参加支援事業・アウトリーチ等支援事業の実施

継続 * 地域生活つむぎあい会議の開催 （年２回）

継続 * 庁内連携つむぎあい会議の開催 （年２回）

継続 * 6地域でのくらし連携会議の開催 （各３回程度）

継続 * 分野別相談支援センター連絡会の開催 （年２回程度）

継続 * くらし連携支援室での個別相談支援と連携調整

継続 * なんでも相談会の実施 （年２回程度）

継続 * 見守りネットワーク事業・事業者向け説明会の実施

プロジェクト 今後の展開

令和４年度の業務実施方針
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【高齢】包括的支援事業
【委託先】近江愛隣園
（あいりんつむぎ地域包括支援センター）

Ⅰ相談支援

つむぎあいシート
くらし連携
支援室

多機関協働事業

地域の専門職連携
【くらし連携会議】

「重層的支援体制整備事業」の全体イメージ（高島市） 令和４年度より

39

くらし連携
会議

（６地域）

保健師支所

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（社協）

【障害】相談支援事業
【委託先】虹の会
（障がい者相談支援センターコンパス）

【困窮】生活困窮者自立支援事業
【委託先】市社協・ゆたか会
（つながり応援センターよろず）
（働き・暮らし応援センター）

【子ども】利用者支援事業
【委託先】あすラボ
（結びと育ちの応援団）

【高齢】生活支援体制整備事業
【委託先】①市社協、②市民協働交流センター

Ⅲ地域づくり支援

【高齢】地域介護予防活動事業
【直営】通いの場への助成（各種団体）

民生委員・児童委員 医療・介護関係者

【困窮】生活困窮者の共助の基盤づくり事業
【委託先】市社協（よろず）

【子ども】地域子育て支援拠点事業
【直営】子育て支援センター
【委託】つどいの広場（私立認定こども園）

【障害】地域活動支援センター機能強化事業
【委託先】①たかしま会、②虹の会

地域生活
つむぎあい会議

庁内連携会議
相談支援セン
ター連絡会

Ⅱ参加支援新

狭間のニーズにも対応
属性を問わない居場所

アウトリーチ支援

【新】アウトリーチ等継続的支援事業
【委託先】（虹の会）

【新】参加支援事業
【委託先】虹の会（ぷれホップ）

※生活困窮者就労準備支援事業
（ホップ）と連携して実施。

地域
住民

複
合
化
し
た

問
題
を
抱
え
る

新

支援会議・
重層的支援会議

支援プラン作成

支援プラン作成

支援プラン作成

新



①重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

【 出所 】2022.6.8開催「令和４年度 第１回 重層的支援体制整備事業に係る研修会」 （主催：滋賀県社会福祉協議会）

資料「包括的な支援体制と重層的支援体制整備事業の体制整備に向けて」より（作成：同志社大学 永田祐教授） 40



①重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

参加支援事業（アウトリーチ等支援事業）とは？

【 出所 】社会福祉法人虹の会作成（2022.6） 41



①重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

【 出所 】社会福祉法人虹の会作成（2022.6） 42



①重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

43



①重層的支援体制整備事業を活かしたプロジェクトの推進

【 出所 】2022.6.8開催「令和４年度 第１回 重層的支援体制整備事業に係る研修会」 （主催：滋賀県社会福祉協議会）

資料「包括的な支援体制と重層的支援体制整備事業の体制整備に向けて」より（作成：同志社大学 永田祐教授） 44



②つむぎあいシートの運用拡大と個別支援会議の充実

45

「くらし連携支援室」（多機関協働事業）での調整（Ｒ3年度実績） 【再掲】

・つむぎあいシートによる連携数 １０件
※つなぎ元（地域包括支援課３、市民病院地域医療連携室２、朽木診療所３、

あすくる高島１、社会福祉課１）

・地域ケア会議（支援会議）の開催数 １２ケース、２７回
※依頼元（健康推進課３、地域包括支援課３、市民病院地域医療連携室１、

あすくる高島１、子ども家庭相談課１、社協相談支援課１、就労準備支援

ホップ１、生活保護１） うち、同意有り４、同意なし８）

■相談支援から見る傾向と今後の課題

・本人同意を得ることの難しさ ➡ 支援開始前の関係づくり

・連携メリットと負担感のバランス ➡ つむぎあいシートの更なる周知活用

・専門機関だけの支援になっている ➡ 専門×地域の更なる連携



②つむぎあいシートの運用拡大と個別支援会議の充実

46

１．つむぎあいシートの運用拡大
▶ 令和３年１月～ 健康福祉部、子ども未来部等で試験運用開始

▶ 令和３年６月～ 庁内連携会議にて庁内関係課に案内。本格運用開始

▶令和４年７月～ 参加支援事業等の開始にあわせて様式を見直し

▶ 令和４年秋以降～ 分野別相談支援センターへの運用範囲の拡大

２．地域ケア会議（個別支援会議）の充実
▶ 昨年度開催実績 １２ケース、全２７回

▶令和４年８月～ 各分野の専門職を構成員とする作業部会を開催。

現在、分野毎に実施している個別支援会議について、生活課題の分析やアセスメント、

モニタリング方法などの共通点・相違点を整理して、会議のあり方を検討



③地域間、分野間、庁内における連携の更なる強化

47
▶ 第１回 6/29開催。第２回をR5.1月予定。庁内連携会議の役割を「連携と開発」と整理した上で、

どのような連携事例・開発事例があるかを学ぶとともに、今後必要な政策について検討する。



③地域間、分野間、庁内における連携の更なる強化

48

・健康と自治協の連携。

・気になる地域へのアプローチ検討。（専門職の視点で気になる地域を選定し、具体的なアプローチ方

法を検討していく。）

・若い世代の健診受診率を上げる。（やっさ今津に協力を得て、健診案内・啓発を実施。）

・一体化事業の実施地域を検討。

・自治会がない地域等、情報をマッピングしていく。

朽木地域 第１回会議： 令和4年5月19日

・継続した地域づくり

・セーフティネット連絡会✖子ども食堂（子どもへの働きかけ）

・一体化事業を通して地域アプローチ

・気になる地域の選定、アプローチ（別荘地等）

・民生委員さんとの連携

今津地域 第１回会議： 令和4年5月23日

マキノ地域 第１回会議： 令和4年6月9日

・気になる方へ個別訪問を継続する。（民生委員さんとの訪問も検討）

・見守り会議に専門職が参画できるように調整。

・キャラバン隊の出前相談を継続して実施。（対象地域は再度専門職で相談）

・コロナ禍でできていなかったフォーラムの再開。（10月頃に実施）

▶ 各地域で第1回を開催済。今年度の地域ごとの取組目標を上記（別紙）のとおり整理。
今後、地域別の目標に沿って取り組みをすすめる。



③地域間、分野間、庁内における連携の更なる強化
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安曇川地域 第１回会議： 令和4年5月16日

・ガーデンタウンの取り組みについて継続して検討する。今回の春祭りの成果と課題を検証する。

・地域まとめシートの作成。（専門職からみた地域の情報を集約。民生委員さんから見た地域情報の聞

き取りを行い、その情報も集約。）

・ガーデンタウンやリバーサイド区への出張子ども食堂の検討を進める。

・住民自治協議会の動きを把握する。

・気になる地域へのアプローチ（太田区日光苑）→昨年度会えていない（気になる方）方に再訪問する

【６～７月頃】。その後、民生委員と情報共有を行う。

・子ども食堂✖健康推進員のコラボ→健康推進員で糖分についての勉強をしたうえで、親や子どもたち

に周知・啓発していく。【秋・冬頃に周知・啓発】

・一体化事業✖地域活動→健康面の課題がある地域（新庄・針江）やサロンができていない・気になる

地域（岡、米井、田井）に事業や出前講座を切り口に地域介入できるように調整していく。

・住民自治協議会✖駅前ふれあい食堂✖くらし連携会議→エスパでの出張相談の開催。（自治協の進

捗状況を確認しながら開催に向けて調整していく。）

高島地域 第１回会議： 令和4年5月26日

・民生委員ふれあい見守り活動（対象８０歳以上）の継続。

・子ども１日食堂の再開。（春・夏休み）

・まちあかりや地域活動✖出前講座

・まちあかり✖子どもたちの交流

・住民自治協議会との連携

・たかしま学園✖福祉学習（認知症サポーター養成講座）

新旭地域 第１回会議： 令和4年5月23日



③地域間、分野間、庁内における連携の更なる強化
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共通する生活課題の解決に向けて 「分野別相談支援センター連絡会」

▶ 第１回 6/23開催。第2回を12月予定。第1回では他分野との連携が必要な取組を上記のとおり整理。
今後、つむぎあいシートや個別会議の実施方法などテーマ毎にメンバーを招集して検討する。


