
日向市における
重層的支援体制整備事業（移行準備事業）

日向市福祉部福祉課 社会福祉法人 日向市社会福祉協議会



日向市の概要

2022.４月現在

人口 59,598人（住基）
高齢者数 19,692人（33.04％）
自治会数 94 日常生活圏域 6
民生委員児童委員数 139人（143人）

分 野 拠 点 箇所数／委託先等

高齢 地域包括支援センター ５箇所／市内の社会福祉法人・医療法人

障がい 基幹相談支援センター １箇所／市内の社会福祉法人

子ども 子育て世代包括支援センター １箇所／市直営（こども課）

困窮 生活困窮者自立相談支援センター １箇所／市内の社会福祉法人（日向市社会福祉協議会）



“経済的困窮” “格差社会” “無縁社会”

高齢者の一人暮らし
閉じこもり、孤立
認知症の人とその家族
高齢者虐待、権利侵害
消費者被害
介護、医療、年金
孤立死･･･

子どもの貧困
児童虐待
いじめ
不登校
ひきこもり
学習障害･･･

非正規雇用
ワーキングプア、失業
ストレス障害、心の病気
経済的困窮
生活困窮者
ＤＶ、離婚、自死･･･

世帯構造の変化

ひとり暮らし、夫婦のみ
ひとりの親と子の世帯という小規模な世帯の増加。

地域社会で起きている課題・問題

これまで世帯の中の個人としてであった課題が、世帯（世帯員）として、それぞれが課題を抱えている。

地域では支え手、担い手が減少
つながりが薄い社会になっている。

8050(ダブルケア）、トリプルケア➩個別課題が複雑化・複合化し、世帯として重なり合う課題を抱えている。
➩制度支援の縦割りや専門職のみでは解決困難

さらに追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの影響により、休業や失業で生活に困っている方が増えている・・・



地域福祉に求められていること

包括的な支援体制の構築（２本の柱）

◆多機関が協働し課題解決できる相談支援体制をつくる
・分野別、縦割りの相談支援ではなく、課題を丸ごと受け止める体制づくり。
・多様な専門職が地域とも協力しながら問題解決を担っていく。

〈専門職×専門職〉

◆住民にとって身近な圏域で地域力を強化する
・単身世帯や頼れる家族等がいない人が増加する中で、個別課題や地域生活
課題を我が事として捉え、地域での繋がりや支え合いを再構築していく。

〈専門職×地域〉



地域住民からの相談対応・支援（受け止め・つなぎ・支援）
地域生活課題把握・抽出／課題解決のためのプラットフォームづくり（協議の場）
地域福祉推進基礎組織構築➩地域福祉部の設置（地域活動の拠点づくり）
福祉教育（我がごと意識醸成）人材育成・組織化（地域福祉サポーター養成）
多機関・他分野による支援ネットワーク構築・強化
小地域福祉活動の支援・調整／相談支援への参画

包括的支援体制構築に向けた取組（前モデル事業）

Ｈ30年度～R２年度



対象：地域福祉部設置自治体（３５地区）
方法：地域担当職員による訪問聞き取り調査
内容：地域福祉部の組織体制について

地域福祉部による地域福祉活動内容について
地域福祉部設置による地域福祉活動の変化（効果）
地域福祉部活動や運営上の課題
地域の生活福祉課題（ニーズ把握）について

「地域福祉部等関係者の集い」
～福祉部の“これから”を考える集い～

「地域福祉部等活動調査」 （Ｒ元年度調査）

地域福祉部等による“これまで”の地域福祉活動実
情を整理・分析・評価、可視化（見える化）するとと
もに、“これから”の活動を考え、実践するための基
礎資料とするための訪問調査を実施。

福祉部等による“これまで”の地域福祉活動の現状を、福祉部等関係者が共有するとともに、
“これから”の地域の実情に合わせた地域福祉活動を考える！

日時：令和２年２月１８日（火）19:00～21:00
場所：日向市総合福祉センター ２階 集会室
参加：６７名
内容：福祉部等活動調査結果の報告

福祉部活動の現状についての共有
課題についてのアクションプランシート作成
福祉部活動推進ネットワークの構築

◆住民にとって身近な圏域で地域力を強化する



「地域力強化推進研修会」

◆地域福祉の担い手育成及び組織化、地域福祉活動実践

地域住民一人ひとりのふだんのくらしをしあわせにするための
協働実践の理論、方法・手段、展開について学びを深め、地域に
ある多様な資源がつながり、新たな支え合いのカタチ（地域福祉
実践のより良い変化）を創造することを目的に開催。

［研修１］

日時：平成３０年１２月１０日（月） 9:30～12:00
場所：日向市総合福祉センター２階集会室
参加：７３名（地域福祉サポーター／福祉部関係者／社協関係者）
内容：講演、模擬地域生活支援会議

（生活課題を解決するのための会議を体験）

［研修２］

これまでの地域福祉活動実践から、地域福祉の担い手と専門職
の協働実践の理論、方法・手段、展開について学びを深め、これ
からの地域における新たな支え合いのカタチを想像し、創造する
ための実践基盤を高めることを目的に開催。

日時：平成３０年１２月２３日（日） 9:30～12:00
場所：ホテルベルフォート日向 ９階 エクセルホール
参加：８６名（地域福祉サポーター／地域関係者／ソーシャルワーカー等）
内容：講演、日向市実践報告、討議（グループ、全体）

講師 大阪教育大学 教育学部教育協働学科 教授 新崎国広 氏

講師 同志社大学 社会学部 社会福祉学科教授 上野谷加代子 氏



～日向市社会福祉施設等連絡会との協働実践 社会福祉法人、福祉事業所等との連携～

研修 「社会福祉法人等における
公益的な取り組みについての研修」

日向市における生活困窮者支援の取り組みと現状について理解
支援プロセスの共有と支援ネットワークの強化

日時：平成３０年１０月２６日
場所：日向市総合福祉センター集会室
参加：１０３名（日向市社会福祉施設等連絡会、福祉行政、社協）

内容：基調説明 「社会福祉法人の地域貢献と日向市の取り組み」
事例報告、グループワーク

食のサポート支援事業
みやざき安心セーフティネット事業

研修 「社会的排除に向き合う
社会福祉法人等の役割」

～我がごと・丸ごとの地域づくりとしての施設機能を考える～

複合的な課題を抱える人の相談支援（丸ごと支援）を理解する
丸ごと支援のための福祉専門職の連携・協働を考える

日時：令和２年１月２４日
場所：日向市総合福祉センター集会室
参加：９８名（日向市社会福祉施設等連絡会、福祉行政、社協）
内容：講演

講師 NPO法人ほっとプラス代表理事 藤田孝典 氏

◆多機関が協働し課題解決できる相談支援体制をつくる



重層的支援体制整備事業 令和３年４月１日～移行準備事業を実施

令和４年４月１日～整備事業を実施

必須事業



重層的支援体制整備事業への移行準備事業（令和３年度）

社会福祉協議会に委託して実施

市が主体で実施



相談支援、参加支援、地域づくり支援の整理

Ⅰ包括的な相談支援・総合相談

相談を丸ごと受け止める。

多機関連携、多機関協働のコーディネート

（アウトリーチ含む）➩

Ⅱ参加支援

役割や出番、人間関係をつくる支援。

Ⅲ地域づくり支援 ➩ 地域力強化 （※地域力強化推進員）

持続可能な地域社会をつくる。多様性や包摂性等、住民を巻き込む支援。

前モデル事業を継承（地域福祉部の設置推進・人材育成）

多機関協働事業所
（※包括化推進員）

役割

職員配置
・準備事業（職員１名＋０．５名）
・整備事業（職員２名＋０．５名）

課題が深刻化した者への支援だけでなく
支援を求めることが難しい者や課題に対
する自覚が無い者（早期に関わりを作る）



◆事業の概要
関係者の連携や円滑化を進める等、包括的相談支援事業所をサポート（課題の解きほぐしや整理）し、

包括的な支援体制を構築する。
※包括的相談支援事業所⇒（概ね６つの圏域にある地域包括支援センター、基幹相談支援センター

生活困窮者自立支援事業「心から」等）

（１）基本は、包括的相談支援事業所が、これまで通り世代や属性に関
らず包括的に相談を受け止める。

（２）受け止めた相談の内、当該相談支援機関のみでは解決が難しい
場合や参加支援・アウトリーチ等が必要なケースは、市の担当課で整
理した上で、多機関協働事業所（社協）につなぎ、他の支援関係機関
等と連携を図りながら支援を行っていく。

Ⅰ 包括的な相談支援・総合相談



Ⅰ 包括的な相談支援・
総合相談のイメージ

日向市包括的相談支援のフローチャート

包括的相談支援事業所（市や市町村からの委託）

◇市内地域包括支援センター

◇日向・東臼杵郡障がい児者基幹相談支援センター
◇日向市生活相談・支援センター心から 等

日向市
高齢者あんしん課、福祉課、こども課

※

従来の支援

（枠組み）

多機関協働事業所（日向市から委託）※新規事業

◆重層的支援体制整備事業（日向市社会福祉協議会）

【重層的支援会議】
包括的支援事業所／日向市担当課の出席

（多機関・参加支援・アウトリーチ）
・支援の方向性の共有 ・プラン方向性の共有

・プラン適切性の協議

多機関協働の支援実施

モニタリング

終 結

①

これまで通り相談を受ける

②

対応困難であれば相談

③

既存の相談支援体制では解決に結びつかない
場合や多機関協働支援事業所が介入した方が

いい場合は相談をつなぐ

※8050、トリプルケア等［市から多機関へ相談］

④

相談受付
アセスメント

⑤

会議にかける

会議の結果

つなぎ戻しも
あり

参加支援実施

モニタリング

アウトリーチ支援実施

モニタリング

終 結

終 結

担当者会議／ケース検討会議

※これまで通りここで解決する

場合もあり

※

新たな支援

（枠組み）
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多機関協働による重層的支援会議

◆日向市福祉課、高齢者あんしん課
◆地域包括支援センター
◆区長 ◆民生委員児童委員
◆社協（重層事業担当者）

【概 要】 猫の多頭飼育・セルフネグレクトに対するアウトリーチ等を通じた重層的支援

【課 題】 ・猫の多頭飼育による周囲への糞尿被害
・自宅内、敷地内が片付けられないゴミで散乱
・地域からの孤立 ・本人に困り感が無い（課題に対する自覚が無い）

【支 援】 本人との関係性構築（アセス）➩関係者調整及びプラン作成等（重層的支援会議）
➩支援の実施（動物愛護団体等との連携支援／敷地内ゴミ清掃／）
➩モニタリング（評価会議／重層支援会議）➩支援の実施➩モニタリング
➩終結後は、既存の包括的相談支援事業所によるケアマネジメントへ移行予定

支援に向けて調整及び関わった機関
◇保健所 ◇役場 ◇動物愛護団体
◇社協（自立支援係、地域支援係）
◇近隣住民 ◇市環境政策課

Ⅰ 包括的な相談支援・総合相談（事例）

ゴミ清掃の様子 猫トラップ設置の様子



支援調整フロー

◆既存の包括的相談支援事業所

（包括や生活困窮者自立支援事業所等）

◆多機関協働事業所（社協）／重層支援

（包括化推進員・地域力強化推進員）

◆日向市社会福祉協議会

●第２層生活支援ＣＯ

（※高齢者支援を中心とした事業との連携）

●地域福祉ＣＯ

（※全世代支援を中心としたＣＳＷとの連携）

●認知症地域支援推進員

●学習支援ＣＯ

●就労支援員

●ボランティア担当員 等

社協の強みを活かした支援！

（連携）

（調整・連携）

既にある社会資源やコーディネーター
と連携、個別支援と地域支援の

一体的な展開

コミュニティカフェ

Ⅱ 参加支援（相談支援、地域づくり支援とも連動）

◆事業の概要・・・（本人や世帯のニーズ等に対応するため、地域の社会資源などを活用して、社会との
つながり創りに向けた支援体制の構築を行う。 ）

市担当課



Ⅱ 参加支援の展開

日向市社会福祉施設等連絡会
高齢者施設、児童施設、障がい児者施設

６５施設加盟／事務局（社協）

社会福祉法人においては地域貢献事業が
盛り込まれていることから、受け皿としての
機能拡充の提案や施設が地域で果たす役
割について説明を実施。
参加支援としても今後期待されています。

地元の商店会等との連携

生活困窮者支援事業を担う本会が、
ひきこもっている若者（18歳～40歳程度）
の支援を実施していることから、
就労支援（体験）の場として商店会へ
説明・働きかけを行いました。

コミュニティカフェ／認知症カフェ

地域住民
くらしを
まもる

つながりを
つくる

多機関・他分野の協働実践
ふくし食堂

いきいきサロン

フードバンクでのボランティア

○ ✕

今後組み合わせは無限大



◆事業の概要・・・（持続可能な地域社会を創るために、地域をコーディネートする）
取組みとして、圏域ごとに配置された社会福祉協議会職員が地域へ出向き顔の見える関係性を構築する。

福祉部関係者の集い

Ⅲ 地域づくり支援（整備事業を担う社協の体制）①

名 称 中 央 大王谷 日知屋 財光寺 南 部 東 郷 合 計

包括化推進員・地域力強化推進ＣＯ １名 １名 ２名

生活支援コーディネーター １名 １名 １名 １名 １名 １名 ６名

地域福祉コーディネーター ３名 ３名 ４名 ３名 ２名 ４名 １９名

日向市内の各地域（日常生活６圏域）を担当するコーディネーターを配置し、「個を地域で支える援助」、「個を支える地域をつくる援助」、「地域福祉の
基盤づくり」を軸に、個別支援、地域支援と連動して、地域の特性に合わせて事業を実施。

事業推進については、「生活支援サービス構築事業（生活支援コーディネーター活動）」、「生活困窮者自立支援事業（日向市生活相談・支援センター
心から）」と連携・連動し、地域における各領域の地域生活課題を横断的に対応・支援する地域の相談・支援体制整備・強化を図っている。

◇地域調査・診断、実態把握（地域アセスメント）

◇地域生活課題抽出・報告及び地域福祉情報発信

◇課題解決のための“支援”及び関係機関への連絡調整

◇地域生活支援会議の開催

◇住民主体による小地域福祉活動の実施及びその支援

◇地域福祉推進基礎組織構築（地域組織化）

※自治会での地域福祉部を設置するための支援・協力

◇小地域福祉推進会議開催（福祉部への支援・協力）

◇福祉教育・人財育成事業の実施（人財の組織化）

◇多機関・多職種による地域福祉活動実践

［主な活動内容］

地区ごとに分かれての地域担当者会議



◆地域福祉推進基礎組織構築：地域福祉部等の設置
※地域住民が地域生活課題を我が事として捉え、排除から包摂する社会へ

日向市区長公民館長連合会と連携・協働し、各自治会単位における地域福祉を推進するための基盤整備（福祉部設置、生活
支援ネットワーク構築・強化、地域の組織化）を進めている。

区 分 中 央 大王谷 日知屋 財光寺 南 部 東 郷 他 合 計

地域福祉部設置（福祉推進員） ９ ６ ５ ５ １０ １０ ０ ４５

自治会数 ２１ ８ １８ １０ ２３ １０ ４ ９４

毎月の圏域ごとの区長会、地区民生委員児童委員定例会へ参加し、地域の実態把握及び連絡調整、生活相談・支援（個別支
援）、地域福祉活動を推進するための情報提供、地域福祉活動の企画提案等を行っている。また、担当地区内で行われる地域の
イベントや福祉活動、地域住民活動へ参加し、住民の“声”を直接聴き、地域の実態把握（生活課題の把握）に努めている。

［我がごと意識醸成・住民の主体形成］

地域を担当するコーディネーターを中心に、地域関係者と連携し、
地域住民に対する「地域福祉部」の役割・機能の説明、住民主体の
「相互の支え合いの仕組み」の必要性について理解を促す機会とし
て、福祉教育（勉強会・研修会・座談会等）に力を入れている。

Ⅲ 地域づくり支援（地域力強化）②

令和４年３月末時点

令和３年１１月１日（木）
１９時３０分～２０時３０分

向江町役員、地域福祉部、班長に
対する福祉講話の様子



◆地域福祉の担い手育成及び組織化、地域福祉活動実践

令和４年４月１日現在 会員登録 １１１名

地域福祉サポーター：がむしゃら応援団（平成２６年発足）

多機関・他分野の緩やかな支援ネットワークを形成

□介護支援専門員
□木材・加工販売
□地域包括支援センター職員
□建設業
□福祉推進員
□会社員（営業・建設業）
□保育士
□障がい者支援施設職員
□美容師
□美容ライター
□福祉用具販売

□病院勤務（事務職）
□農業
□建築設計士
□日向市スポーツ推進員
□介護サービス職員
□日向市行政職員
□高校生、大学生
□電気通信技師
□薬剤師
□システム会社
□作業療法士

福祉分野以外の専門分野の登録
福祉専門職の限界を突破！

「○○○○だけでやる」 ではなく “と”の連続で･･･
おせっ会 と がむしゃら応援団 と ○○○○ と ・・・

組み合わせは無限！➭可能性をつくり出す ➭よりよく変化

Ⅲ 地域づくり支援（地域力強化）③

日向市社会福祉協議会が実践する共に生きる力を見つけるための福祉教育

【高校生】

【小学生】

次世代を担う若い世代に対し、疑似体験での福祉教育にとどめず、子ども達が主体的に地域課
題を把握・解決に導くプログロムを提案し、つながりのある福祉教育（福祉活動）を実施している。

アクティブ・ラーニングの実践（児童・学生が主体的に能動的に学ぶ/グループワーク）
サービスラーニングの実践 （教室で得た知識を地域社会において実践する活動）



Ⅳ 市主体の取組

１．介護、障がい、子ども、生活困窮分野の相談支援機関間等の連携
制度の説明・意見交換会を実施（令和３年５～６月）
・地域包括支援センター５か所（コロナ禍のため１か所リモート）
・日向・東臼杵郡障がい児者基幹相談支援センター
・日向市生活相談・支援センター「心から」（社協内部のため社協が実施）

２．庁内連携体制の構築
●令和２年度（移行準備事業に取り組む前）
関係部長・課長・係長等への移行準備事業の説明・意見交換の実施

●令和３年度（整備事業に取り組む前）
２役、係長等へ移行準備事業、整備事業の説明・意見交換の実施

３．重層的支援体制整備事業への移行計画の策定
コロナ禍のため会議を開催せず、市及び社協並びに包括的
相談支援事業所と書面協議により策定（令和４年３月）



Ⅳ 市主体の取組

４．重層的支援体制整備事業の事業化（令和３年度）

７～８月 令和４年度の新規・拡充事業の募集
➡重層的支援体制整備事業の提案

↓
８月末 提案事業ヒアリング

↓
９～10月 判定会議・政策会議

↓
10月 提案事業の判定結果発表（令和４年度当初予算編成説明会）

Ａ判定・・・・・部配当予算の枠外で実施「可」



移行準備事業を通じて得た課題と対策

課題
・重層的支援体制整備事業の制度がわかりにくい
・具体的な取組の周知等が不十分

対策
① 市民への制度・取組の周知
➡ＨＰ・チラシの作成、研修の開催

② 市役所、関係機関や既存の包括的相談支援事業所への
制度・取組の周知及び意見交換
➡研修（ケーススタディ・意見交換会）の開催


