
高知市型共生社会の実現
～ 「重層的支援体制整備事業」を活用した包括的支援体制の構築 ～
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高知市人口ピラミッド（令和４年１月１日現在）

男性 女性

高知市の概要

森・里・海と人の環 自由と創造の共生都市の誕生（平成２０年１月）

■市域の変遷 ■ 人口及び世帯数

平成24年 平成29年 令和4年

総人口 人 339,775  334,049  322,526  

男 人 158,495  155,947  150,715 

女 人 181,280  178,102 171,811 

総世帯数 世帯 160,377  162,777  164,276

1世帯あたりの人員 人 2.12 2.05 1.96 

編入地域 累　計 編入地域 累　計

明治 22 年 4 月 1 日 市制施行 -              2.810       -              21,823     

大正 6 年 3 月 15 日 江ノ口町 2.962       5.772       3,597       43,220     

14 年 1 月 1 日 旭村 10.737     16.509     7,861       62,998     

14 年 8 月 1 日 鴨田村の一部 0.317       16.826     2,950       65,948     

15 年 1 月 25 日 下知町，潮江村 12.893     29.719     13,200     78,225     

昭和 2 年 5 月 1 日 小高坂村 0.912       30.631     4,954       87,173     

10 年 9 月 1 日 秦，初月村 18.660     49.291     3,349       108,869   

17 年 6 月 1 日 長浜町，御畳瀬，高須，一宮，浦戸，三里，

五台山，布師田，朝倉，鴨田村

（45年10月１日の国土地理院面積調を基に修正） -              133.120   -              -              

47 年 2 月 1 日 大津，介良村 10.000     143.120   8,309       256,801   

-              143.235   -              -              

-              144.520   -              -              

63 年 12 月 1 日 南国市の一部 0.159       144.68     -              -              

平成 9 年 10 月 13 日 三里（公有水面埋立地造成) 0.013       144.69     -              -              

10 年 7 月 17 日 三里（公有水面埋立地造成) 0.258       144.95     -              -              

13 年 10 月 30 日 三里（公有水面埋立地造成) 0.02         144.97     -              -              

16 年 2 月 3 日 三里（公有水面埋立地造成) 0.03         145.00     - -

17 年 1 月 1 日 鏡，土佐山村 119.28     264.28     2,909       330,705   

20 年 1 月 1 日 春野町 44.94       309.22     16,512     343,199   

-              309.00     -              -              

編入年月日 編　　入　　地　　域
面　積（k㎡) 人　口（人）

（28年10月１日の国土地理院面積調を基に修正）

86.060     135.351   33,894     141,094   

（50年10月１日の国土地理院面積調を基に修正）

（63年10月１日の国土地理院面積調を基に修正）

平成24年 平成29年 令和4年

総人口 人 755,193 719,988 682,170 

総世帯数 世帯 321,434 318,707 314,156 
※ 各年１月1日現在の推計人口による（出典:県統計課HP）

◆参考 高知県の人口及び世帯数

平成24年 平成29年 令和4年

0～14歳 ％ 13.3 12.7 11.8  

15～64歳 ％ 63.0 59.3 58.0 

65歳以上 ％ 23.7 28.0 30.2

●年齢別（３区分）の人口割合

※ 各年１月1日現在の住民基本台帳人口による

令和元年6月1日時点

県人口70万人割れ

69万9522人

▲5,726（▲1.7%） ▲11,523（▲3.4%）

▲35,205（▲4.7%） ▲37,818（▲5.3%）

※ 各年1月1日現在の住民基本台帳人口による



●普段つながって
いるところに・・・

●相談しやすいと
思うところに・・・

●Licoネットで相談

窓口を探してみる
か・・・

相談

【相談を受けとめる仕組づく
り】

①包括的支援体制の構築
●相談支援を担う部署間の連

携
●庁内連携

●地域の多様な主体との連
携

②職員の意識醸成・人材育成

＋

・・・・・・

市民会館

家族・友人

隣近所
（町内会・自治会など）

民生委員・児童委員

【相談しやすい環境づく
り】

集いの場など

困った・・・
どこに，誰に相談

したら・・・

行政などの
専門相談支援機関

【主な相談窓口】
地域包括支援センター，障害者相談センター，
地域子育て支援センター，子育て世代包括支援
センター，生活支援相談センター，
消費生活センター など

【参加支援】

【地域づくりに向けた支
援】

＋

《困った時に相談できる先があり，適切な支援につながる環境づくり》



１．相談を受けとめる
仕組みづくり

① 「どこに」「どんな」相談がきても「しっかり聞いて」「しっかりつなぐ」。
② 関係機関での連携が必要な場合には協力して支援する。

整理

①断らない相談窓口
重層交付金の対象に関係なく、相談支援を行う関係機関を相談支援
機関として位置づけ

②関係機関が連携するための仕組みを構築
・関係各課に連携のマネジメント等を担う包括的相談支援員を配置
・多機関協働のガイドラインを策定
・支援会議・重層的支援会議の開催方法の整理

【当たり前のことを改めて整理】

＋

２．住民が，より相談しやす
い

環境づくり

〇住民に身近な地域に「なんでも相談窓口」を設置。

名称：ほおっちょけん相談窓口
・趣旨に賛同した，薬局や社会福祉法人が運営する事業所で開設（無償）。
・住民の困りごとを受け止める「入口」と，解決をする「出口」の両方の役割。

ほおっちょけん相談窓口

①その場で解決
できる相談

②つなぎ先が
分かる相談

③解決もできな
いし、つなぎ先も
分からない相談

その場で
解決

専門機関等
につなぐ

CSWに
つなぐ

入
口

連携

〇必要に応じて、「参加支援」「多
機関協働による支援」へ。

寄せられた相談内容などを共有し、地域ででき
ることを話し合うネットワークの創出につなげる。

（民生委員や町内会、民間事業者などで構成）

困りごとを相談

さらに・・・
地域づくりに向けた支援へ

出
口

〇高齢者支援課
〇基幹型地域包括支援センター
【直営】１センター【直営】１出張所
〇地域包括支援センター
【直営】２センター【委託】12センター

介護

〇障がい福祉課
〇健康増進課
〇基幹相談支援センター
・【直営】１センター

〇障害者相談センター
・【委託】４センター

障がい

〇保育幼稚園課
〇母子保健課
〇子ども育成課
〇子ども家庭支援センター
〇子育て世代包括支援センター
【直営】４センター

子ども

〇福祉管理課
〇生活支援相談センター
・【委託】１センター

生活困窮

●相談支援機関 ＝ 断らない相談窓口 計３４か所を位置づけ

１．包括的相談支援・アウトリーチを通じた継続的支援

①困ったときに相談できる先があり，支援につながる仕組づくり。
②自分が相談しやすい所に相談できる環境づくり。

【目的】

民生委員 ご近所さん
（町内会など）プラスして・・

行政など

・・・・・・
家族・友人



◆ほおっちょけん相談窓口の設置

★ほおっちょけん相談窓口とは・・・

「誰に相談したらいいか分からない悩み」や「生活のちょっとした困りごと」を相談できる窓口。
市内の薬局及び社会福祉法人の協力により設置。
「誰でも」「どんなことでも」「気軽に」相談することのできる「なんでも相談窓口」。

ほおっちょけん相談窓口には、
入り口等に目印となるシールを
貼付。

Ｒ１年度 ： ５地区で開設，28か所
Ｒ３年度 ： さらに５地区で開設，59か所
Ｒ４年度 ： 全市展開：104か所

実際のほおっちょけん相談窓口

・寝室の電球が切れたけど、自分じゃよう替えれん。

・離乳食ってどうやって始めたらいいのだろう…

・高齢の母親が家で閉じこもりがち。外に行く機会や話し相手を作りたい。

・庭の草が伸びちゅうけど、自分じゃ刈れんけど、どうしよう。

・ここの地域のゴミ出しの曜日が分からん。

相談例

１．包括的相談支援・アウトリーチを通じた継続的支援

・課題を抱えながら支援が届いていない人の把握

アウトリーチの機能も

出張！
ほおっちょけん
相談窓口
も開催！



【地域包括支援センター】
生活支援コーディネーター

２．参加支援

包括的
相談支援

多機関協働
による支援

その他の
相談

・働く場
・住まいの確保
・居場所，サロン
・福祉サービス
・ボランティア
・その他（民間サービスなど）

つなぐ

支
援

住民

相談

１．個別支援における参加支援

２．市民全体への情報提供による参加支援

社会資源情報収集提供システム
【愛称：Licoネット】

医療・介護・障がい・子ども・その他の資源など、
社会資源情報を集約し提供

つながる

社会資源情報を集約することで、情報を見える化し、
足らない社会資源の強化・創出につなげる。

つなぐ

つなぐ

R1開設

【市社会福祉協議会】
地域福祉コーディネーター

相談

検索・閲覧

個別支援をきっかけとした地域づくりに強み ボランティア育成など，住民活動支援に強み

個別の相談を”つなぐ“参加支援の役割と
社会資源の強化・創出や住民主体の活動促進など“地域づくり”を担う

つ
な
ぐ

支
援

地域づくりに
向けた支援・既存の社会資源の強化 ・新たな社会資源の創出

・既存の社会資源の強化・新たな社会資源の創出

アウトリーチに
向けた支援

つ
な
ぐ つ

な
ぐ

つ
な
ぐ



３．地域づくりに向けた支援

既存制度により充実を図ってきた各拠点について、制度的に多世代・多属性の利用が可能と
なった。

ただ、これらの場所は、地域住民や民間事業者の「思い」により発展してきた。地域の拠点とし
て、さらに継続・発展するためには、利用者や運営主体、地域の支援ニーズが大切である。

○拠点すべてを一律一斉に共生型とするのではなく、地域のニーズに合わせ、
拠点の在り方を検討していく。

１．既存制度による各拠点について

基本的な考え方

種別 内容 数

地域介護予防活動支援事業 いきいき百歳体操会場 ３６５

地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センター ７

地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援センター １６

【拠点の状況】

２．課題解決型地域ネットワーク（“わがまちならでは”のプラットフォーム）の創出

行政への相談内容など

“わがまちならでは”
の

プラットフォーム

共有
・住民同士の支え合いを促進
・地域内に生活支援ボランティアを育成
・総合事業Ｂ類型の立ち上げ
・子ども食堂・認知症カフェなどの開設

・介護教室・認知症勉強会開催 な
ど

民生委員

福祉サー
ビス事業所

町内会

新聞
販売所

企業

薬局

住民主体による
様々な活動の創出

プラットフォームの立ち上げから、情報の共有や会議の運営
支援など ⇒ 生活支援体制整備事業を活用

社会福祉
法人

（R4年４月現在）

第2層協議体等

創出

参加支援により見える化した必要な社会資源

ほおっちょけん相談窓口への相談内容など

人口構成をはじめ、あらゆる地域課題

ボランティ
ア



３．地域づくりに向けた支援

地域のプラットフォーム
(“わがまちならでは”を支援)

既存の会議体やネットワーク活用
(２地区)

●民児協定例会の活用
(高須，五台山)

ほおっちょけんネットワーク会議実施
(４地区)

●新規立上げ (江ノ口西，初月)
●既存の会議体の拡充 (一宮，秦)

R5年度以降の取組に向けて
協議・検討(８地区)

(北街，介良，鴨田，長浜，浦戸，御畳瀬，
上街，高知街)

取組の展開に向けて準備
(13地区)

(南街，大津，下知，三里，布師田，旭，
朝倉，鏡，潮江，春野，江ノ口東，小高坂，
土佐山)

【取組事例】 地区 種類 特徴等

江ノ口西 新規立上

窓口開設準備の段階からかかわっている地域住民を中心に，回数を重ねるごとに参加機
関が増加。地域生活課題の共有や勉強会等を実施している。
<参加者>地域住民(町内会長，民生委員児童委員，主任児童委員，公民館長

等)，企業(サニーマート，毎日屋あたご店，こうち生協)，有償ボランティ
ア団体(シルバー人材センター，コープたんぽぽ)，高知新聞販売所，
交番，薬局，地域包括支援センター，市社協

生活支援体制整備事業
第２層協議体と協働

一宮
既存会議体

活用

毎月実施している老人クラブの定例会を3ヶ月に1回，置き換える形で実施。相談窓口
の認定を受けている薬局や社会福祉法人等も参加し，地域の困りごとや既存の資源の
共有，課題解決に向けた検討を実施。
<参加者>地域住民(老人クラブ，民生委員児童委員，コミュニティ計画推進市民

会議等)，薬局，社会福祉法人，地域包括支援センター，市社協

生活支援体制整備事業
第２層協議体と協働

秦
既存会議体

活用
(機能付加)

既存の取組である「秦つながり会議」を活用し，機能拡充を図ることで実施。地区全体を
対象エリアとする「ほおっちょけん委員会」と町内会単位で困りごと等を共有，検討する「つ
ながり会議」の2層で取組を展開している。
<参加者>地域住民(地区社協等をはじめとする地縁組織)，地域包括支援センター，

市社協

生活支援体制整備事業
第２層協議体と協働

初月 新規立上

地区全体を対象エリアとする会議体に加え，モデル町内会(3ヵ所)を選定し，取組を展
開してくこととなっている。元々，窓口となる資源が少ない地域ではあるが，困りごとを
キャッチする人材の育成を進めていくなど，現状に沿った取組の展開に向けて検討を進め
ている。
<参加者>地域住民(自主防災組織連合会，民児協等をはじめとする地縁組織)青

少協，地域内連携協議会，社会福祉法人，地域包括支援センター，
市社協

生活支援体制整備事業
第２層協議体と協働
に向けて協議中



４．多機関協働による支援

○多機関協働の流れ ○包括的相談支援員の配置

・これまでのノウハウを活かす形での整理
・支援者の事務負担を増やさない
・すぐに解決することだけを目的とせず、
事例を積み上げることによる社会資源
の創出等につなげることも意識。



４．多機関協働による支援

～多機関協働のガイドライン～

〇 スムーズに協働するための
流れ等について定めたもの。

〇 支援する側が、常にベスト
を尽くせるように「しっかり協力
する」ためのガイドライン。

〇 より良い支援につなげるこ
とと合わせて、支援する側も支
える。

〇 状況に合わせて柔軟な発
想で支援する。

○ガイドラインには、対象者像、
フローなど、基本的な協働の
ルールについて記載。

○ このガイドラインはあくまで
重層事業スタート時点のもので
あり、適宜見直しを行う。



重層的支援体制整備事業開始にあたっての説明会（研修会）

分野
重層的支援
体制整備事業

関係機関 運営方式 周知方法

高齢

相談支援 基幹型地域包括支援センター 直営
庁内研修会（5/17～20）

相談支援・地域づくり 地域包括支援センター
直営

委託 相談支援委託センター研修会（7/22）

相談支援 ケアプランセンター 直営 ケアプランセンター内で説明（6/13・14）

相談支援 居宅介護支援事業所 民間 理事会（7/8）・ブロック会（7/21～）で説明

障害

相談支援 障がい福祉課基幹相談支援担当 直営 庁内研修会（5/17～20）

相談支援 障害者相談センター 委託 相談支援委託センター研修会（7/22）

相談支援 障害者相談支援事業所 民間 連絡会で説明（6/17）

地域づくり 地域活動支援センター 補助 研修会（10/11・21）

精神・成人
相談支援 健康増進課精神・難病担当 直営 庁内研修会（5/17～20）

相談支援 健康増進課成人保健担当 直営 庁内研修会（5/17～20）

子ども

相談支援 母子保健課

直営 庁内研修会（5/17～20）
相談支援 西部子育て世代包括支援センター

相談支援 東部子育て世代包括支援センター

相談支援 北部子育て世代包括支援センター

相談支援 子ども発達支援センター（子ども育成課） 直営 庁内研修会（5/17～20）

相談支援 子ども家庭支援センター 直営 庁内研修会（5/17～20）

地域づくり
地域子育て支援センター
（保育幼稚園課・子ども育成課）

直営・委託・
補助

地域子育て支援センター研修会で説明（6/21）

生活困窮
相談支援 福祉管理課 直営 庁内研修会（5/17～20）

相談支援 生活支援相談センター 委託 相談支援委託センター研修会（7/22）

生活保護
相談支援 第一福祉課 直営 庁内研修会（5/17～20）

相談支援 第二福祉課 直営 庁内研修会（5/17～20）

重層事業の理念やフローなどと合わせて、多機関職員でのグループワークも実施。


