
八女市重層的支援体制整備事業 
の取り組み 

福岡県八女市 
健康福祉部 福祉課 



八女市の概要（1） 

総面積（平成22.2.1）        ４８２．４４km2 

     ６１，０６７人 人口（令和4.5.31. ） 

平成18.10.1 編入 上陽町 
平成22.2.1  編入 黒木町 立花町 星野村 矢部村 

沿革 

世帯数（令和4.5.31. ）      ２５，４２４世帯 

高齢化率（令和4.5.31.） 
     ３６．３４％ 



八女市の概要（2） 八女市各旧市町村の人口 

八女市全人口  ６１，０６７人（令和4.5.31. ） 
   高齢化率  ３６．３４ ％（令和4.5.31. ） 上陽町 

２，５３５人 
（４６．２７％） 

旧八女市 
３７，６６１人 
（３０．５１％） 

立花町 
８，３５２人 
（４４．２６％） 

黒木町 
９,３３７人     
（４５．８３％） 

星野村 
２，１９５人 
（４６．９２％） 

矢部村 
９８７人 

（５２．８８％） 



八女市のこれまで 

・子ども・障がい・高齢・生活困窮と  
いった分野別の支援体制で対応を
行ってきた。 

・分野ごとに専門職を配置した相談
窓口を設置し、市民の相談や支援
に対応してきた。 

・一部で、三者会議（行政・社協・包
括）を開き、連携した支援を行ってい
た。 

八女市の背景や問題 

・人口減少、少子高齢、過疎が進み、
地域のつながりの希薄化進行し、住民
同士の支え合う力が低下している。 

・個人や世帯で様々な問題が複雑絡
み合い、制度の狭間の課題や、複数の
分野にまたがった課題が増加している。 

八女市の重層的支援体制整備事業 

・市全体の支援関係機関が、これまで培ってきた相談支援の枠組みを活かし
つつ、複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築。 

・「包括的相談支援事業」、「参加支援事業」、「地域づくりに向けた支援事業」、
「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」、「多機関協働事業」を一体的に実
施することにより「誰ひとり取り残さないまち」を目指す。 



つながりを広げて暮らしをささえます！ 
～八女市で重層的支援体制整備事業が始まります！～ 

ひきこもって
外にでられな

い 

コロナで仕事
がなくなった 

障がいや介
護の不安 

生活の中の困りごと・・・ 

〇高齢者 
 地域包括支援センター 

〇障がい者 
 障がい者基幹相談支援センター 

〇１８歳未満 
 子育て世代包括支援センター 
 八女市こども相談室 

〇生活が苦しい 
 生活困窮者自立支援事
業 

〇どこにもあてはまらないこと 福祉総合相談センター 
        (相談支援包括化推進員/まるごとサポーター) 

でも困り事がたくさんで 
どうしたらいいわからな

い・・・ 

まずは関
係づく
り！ 

私は見守り
ができま
す！ 

このチーム
で支援！ 

地域との 
つながりづくり！ 

 
社会参加に向けた就労支援や居場所を作る支援な
ど、社会資源を活用した多様な参加につなげます。 
(例)ほっと館やめでの軽作業 
   野菜作り体験(ほっとフレンドファーム) 
   花火作り みかん、栗の皮むき 
   居住支援 

 
自分から支援に繋がることが難しい人への個別ア
プローチを行い、信頼関係の構築に向けた丁寧な
働きかけを行います。 
（例）まるごとサポーターの継続的な 
   訪問支援 

 

 
地域にある資源を把握し、世代や属性を超えて交
流ができる多様な居場所を整備、人と地域のマッチ
ングを行います。 
（例）生活支援コーディネーターによる 
   有償サービスづくり・マッチング 他 
    

相談の窓口はいろいろあります！ 

世帯全体の困りごとのために、
みんなで考えよう！ 

など… 

〇多機関協働事業 
〇アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

〇参加支援事業 

〇地域づくりに向けた支援 

重層的支援会議・支援会議 
◇支援方針の共有 
◇支援プランの適正性の協議 
◇支援機関の明確化と役割分担 

〇包括的相談支援事業 

課題が複雑化、複合化したケースに対し、適
切な支援計画を作成するため、関係者や関係
機関(多機関)との情報交換及び役割分担を
行い、支援の方向性を考えていきます！ 
※参加者全員が守秘義務を守ります 

≪お問い合わせ≫ 
八女市役所 福祉課福祉総務係 
電話 ２４－８０３０ 
八女市社会福祉協議会（本所） 
電話 ２３－０２９４ 



八女市方式による「地域共生社会に向けた包括的支援体制」づくり 

複雑な家庭環境の支援が必要 

権利擁護 
生活困窮 

消費生活など 

子ども 

障がい 

地域ボランティアに参加など 

地域サロンに参加 

要支援情報 

福祉部会 

ボランティア 

福祉ネットワーク 

推進委員会 

地域サロン 

小地域福祉活動 
（我が事の地域づくり） 

福祉生活支援室 ほっと館やめ 
（丸ごと受け止める場） 

フードバンク 

コミュニティソーシャルワーカー 

高齢 

日常的金銭管理 

外国人支援 

居住支援 

権利擁護活動 

訪問相談（アウトリーチ） 

相談支援包括化推進（分野を超えた複雑な課題対応） 

例）家に閉じこもりがちな人 

生活支援コーディネーター 
（兼 ボランティアコーディネーター） 

まるごとサポーター 
（相談支援包括化推進員） 

ひきこもり支援 

福祉資金貸付 

フリースペース 

相談支援機関ネットワーク 

法人後見支援 

重層支援コーディネーター 

民生委員児童委員 

福祉委員 
ほっとする場所 

ほっとな場所 

ほっとけない場
所 福祉サービス利用 

（課題解決につながり得ないケースの調整） 



八女市における地域共生社会に向けた重層的支援体制 

 

 

 

専門的相談機関による断らない相談支援窓口。 

◆地域包括支援センター（介護長寿課） 

◆障がい者基幹相談支援センター（リーベル・福祉課） 

◆子育て世代包括支援センター（子育て支援課） 

◆家庭児童相談室（子育て支援課） 

◆生活困窮者自立支援機関（福祉課） 

◆福祉総合相談センター（社協）⇒※まるサポ情報集約 

 

 

 

     

 

                     

 

                                

                     

 

 

 

 

 

                                             

            

世帯の課題が属性を超えて複雑化・複合化しているため、

単独の支援機関では課題解決に繋がり得ないケース 

課題が複雑化・複合化したケースに対し、適切な支援計

画を作成するため、関係者や関係機関（多機関）との情

報交換を行い関係する専門機関の役割を整理し、支援の

方向性を示す役割を担う。必要に応じてケースをあげて

きた包括的相談支援事業の機関にヒアリングを行う。 

◆選定会議の実施  ◆支援プランの作成及び検討 

重層的支援会議・支援会議 

【重層支援コーディネーター】 

◆支援方針の共有 

◆支援プランの適正性の協議 

◆支援機関の明確化と役割分担 

地域づくりに向けた支援 

 

参加支援事業【プラン必須】 

重層的支援会議の方針に基づき、社会参加に向けた

就労支援や居場所をつくる支援など社会資源を活用

した多様な参加支援に繋げる。 

※「ひきこもり支援事業」においても支援メニュー

の創出を図る。 

（※プラン作成は重層支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが行う） 

 

 

参加支援 

包括的相談支援事業 

≪重層支援ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀｰの配置≫ 

相談支援 

地域づくり事業 

地域にある社会資源を把握し、世代や属性を超えて住民同士

が交流できる多様な居場所を整備する。また、地域で実施さ

れている個別の活動や人を把握し、住民に身近な圏域での人

と居場所を繋ぐコディネートの役割を担う。 

多機関協働事業【プラン必須】 

 

長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援

に繋がることが難しい人への個別アプローチを行い、信

頼関係の構築に向けた丁寧な働きかけを行う。 

（※プラン作成は重層支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが行う） 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業【プラン必須】 

 

開催 

（主催） 

地
域
づ
く
り
の
多
様
な
居
場
所
を
活
用
す
る 



  重層的支援体制整備事業（八女市社会福協議会へ委託） 
 
◆ 多機関協働事業 
 （多機関協働の取組み） 
  ・相談支援包括化推進員（まるごとサポーター）を６名配置 
  ・各分野コーディネーター連携会議（年３回） 
  ・相談支援包括化推進員連絡調整会議（月１回） 
  ・ケース選定会議（月１回） 
  ・重層的支援会議・支援会議（月１回） 
 
◆ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
  ・相談支援包括化推進員（まるごとサポーター）を６名配置 
  ・福祉生活支援施設「ほっと館やめ」を拠点に地域の関係者と連携した 
   情報の収集 
 
◆ 参加支援事業 
  ・旧八女地区の「ほっと館やめ」（支援員３名）に続き、新たに八女市東部の拠点 
   施設として、旧上陽町に福祉生活支援室「ほっと館やめ」を設置（支援員２名） 
   配置 
   旧上陽町・旧黒木町・旧立花町・旧矢部村・旧星野村への支援拡充として設置 
  ・参加支援の一環として「ほっと館やめ」のフリースペース利用者を対象にフード 
   バンクの食材を活用した「料理教室」を毎月１回開始 
  ・地元企業の協力を得て、２つめの軽作業を開始 



・ フードバンク事業の拠点 

・ フリースペース（相談支援） 
  子どもから高齢者まで誰もがふらっと集える 
  場所として開設しました。 

西エリア（旧八女・立花） 
場所：多世代交流館内 
 
東エリア（上陽・黒木・矢部・星野） 
場所：地域福祉センター（上陽支所内） 
 
【名称の由来】 
ほっとする場所 

ほっとな場所 

ほっとかない場所 



●ほっと館やめにおける主な事例 

来所される方々の相談対応 

生活困窮・ひきこもり・介護についての
悩みなど 

不登校や引きこもりの方々の 
居場所としてのフリースペース 

・不登校・ひきこもり親の会 

・精神対話士 

・適応指導教室「あしたば」 等 

  関係機関との連携 



ほっと館で実施中の軽作業 
就労や、社会参加に向けての練習。 

物づくりを通して達成感や充実感を感じていただき、作成したものが
他者の手に渡る喜び、誰かのために作業できているなど、自分の自
信につながっていくことを目的としています。 

・封筒作り 

・染色（ハンカチ） 



２ 独自事業・モデル事業実施内容⑤ 

◆ 参加支援の取り組み 

 ・「ほっとフレンドふぁーむ」を開設し、畑作業を通した参加支援  

  を実施 

 ・地元民間福祉事業所及び公共施設の協力を得て、「ほっとフレン 

  ドふぁーむ」で収穫した野菜を販売させていただく店舗を開拓し 

  出店 

 

 

◆ 参加支援につなげるための取り組み 

 ・ゴミ出しサポート支援事業（※可燃ごみ限定） 

 ・住民参加による有償ボランティアサービス「お助けサポート事 

  業」  

 ・民間企業との連携によるトライアル雇用の受け入れ体制の確立 

       



●ほっとフレンドふぁーむの活動風景 

●ほっとフレンドふぁーむ野菜販売 



●ひきこもり者への参加支援 


