
令和４年７月３日（日）

10時～12時30分

オンライン

厚生労働省社会・援護局 総務課

地域福祉課地域共生社会推進室併任

社会福祉専門官 道念由紀

重層的支援体制整備事業における
参加支援事業の枠組み

第58回社会福祉セミナー 社会福祉における「参加」を問い直す
講座② 「参加支援」をめぐる福祉政策の展望



平成２７年９月 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業（平成２８年度予算）

平成２８年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」（閣議決定）に地域共生社会の実現が盛り込まれる

７月 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置

１０月 地域力強化検討会（地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会）の設置

１２月 地域力強化検討会 中間とりまとめ

「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けたモデル事業（平成２９年度予算）

平成２９年２月 社会福祉法改正案（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案）を提出

「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」を「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部で決定

５月 社会福祉法改正案の可決・成立 → ６月 改正社会福祉法の公布
※ 改正法の附則において、「公布後３年を目処として、市町村における包括的な支援体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定。

９月

１２月

地域力強化検討会 最終とりまとめ

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」の策定・公表及び関連通知の発
出

平成３０年４月 改正社会福祉法の施行

令和元年５月 地域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会）設置

７月 地域共生社会推進検討会 中間とりまとめ

１２月 地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ

令和２年３月

６月

社会福祉法等改正法案（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案）を提出

改正社会福祉法の可決・成立

※市町村における包括的な支援体制の構築に関する改正規定は令和３年４月施行

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯



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の概要

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点
から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の
データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日(ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日)

施行期日

改正の概要

※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高
齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の
情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、
社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提
供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。



○地域共生社会の実現に向けた新たな法定事業となる重層的支援体制整備事業（新設第
106条の４）を創設することを契機とし、福祉関係分野の上位法である社会福祉法に
おいて、地域福祉を推進する際の目指すべき社会像（理念）として、「地域住民が互
いを尊重し、個々の参加と共に生きることを基盤とした地域共生社会」を規定する。

（地域福祉の推進）

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、
参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以
下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社
会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその
世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要
介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労
及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立 その他の
福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が
確保される上での各般の課題 （以下「地域生活課題」という。） を把握し、地域生活課題の
解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解
決を図るよう特に留意するものとする。

改正社会福祉法（第４条） ［令和３年４月施行］

※下線部は、今回の改正・新設部分○地域福祉推進の理念



社会福祉法（昭和26年3月29日法律第45号）第４条

（地域福祉の推進）

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いな

がら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければなら

ない。

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関

する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、

福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日

常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する

機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要と

する地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態

若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状

態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び

教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会から

の孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以

下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する

支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によ

りその解決を図るよう特に留意するものとする。

【参考】「社会福祉」の定義
「社会福祉とは、自らの努力だけでは自立した生活を維持できなくなる
という誰にでも起こりうる問題が、あらゆる個人について発生した場合
に、当該個人の自立に向けて、社会連帯の考え方に立った支援を行うた
めの施策を指すと同時に、家庭や地域のなかで、障害の有無や年齢にか
かわらず、当該個人が人としての尊厳をもって、その人らしい安心のあ
る生活を送ることができる環境を実現するという目標を指すものである。
（出典：「社会福祉法の解説」2001年 社会福祉法令研究会編）

地域福祉（地域での社会福祉）の推進は、

住民一人ひとりが、

地域社会を構成する一員として日常生活を営み、

様々な活動に参加する機会を確保されるように努

めなければならない

地域住民等が主体となって、相互に協力し、

様々な地域生活課題について把握し、

支援関係機関の連携等により解決を図る

地域共生社会の実現を目指して、



社会福祉法（昭和26年3月29日法律第45号）第４条の変遷

（地域福祉の推進）

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなけ

ればならない。

２～３ （略）

（地域福祉の推進）

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相

互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要

介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、

住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地

域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把

握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に

留意するものとする。

令和2年6月改正

（地域福祉の推進）

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必

要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与

えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

平成29年6月改正

平成12年11月改正



○国及び地方公共団体の責務である地域福祉の推進のための措置として、包括的な支援
体制の整備を明示するとともに、当該体制の整備に当たって、保健医療、労働、教育、
住まい、地域経済など地域再生など地域における多様な関係者との連携を意識する必要
性を規定
○重層的支援体制整備事業など各市町村における包括的な支援体制の整備に向けた取り
組みが適正・円滑に行われるよう、国・都道府県による助言など後方支援の責務を規定

○ 国、地方自治体の責務
（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）

第６条 （略）

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供
される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずる
よう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、
住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう
努めなければならない。

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において重層的
支援体制整備事業（第百六条の四第一項に規定する重層的支援体制整備事業
をいう。）その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体
制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の
援助を行わなければならない。（新設）

改正社会福祉法（第６条） ［令和３年４月施行予定］

※下線部は、今回の改正・新設部分



改正社会福祉法（第106条の４）① ［令和３年４月施行予定］

○重層的なセーフティネットを強化するための新たな事業

（重層的支援体制整備事業）

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、
前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体
制整備事業を行うことができる。

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法
律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民
及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環
境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応
じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並
びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働
省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第
三号に掲げる事業

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

※条全体が今回新設

①
相
談
支
援



二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有す
るものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の
提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の
提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保
するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域
住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に
掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が
定めるもの

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項
第九号に掲げる事業

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

改正社会福祉法（第106条の４）② ［令和３年４月施行予定］

②
参
加

支
援

③
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
支
援

３つの支援の関係性（①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援）
○①から③の事業については、相互に連関して地域住民を支える重層的なセーフティネットと

して効果を有する。例えば、
・①と③については、地域住民同士の交流の促進により、個人・その世帯や地域が抱える課

題に対する住民の気づきが生まれ、相談支援へ早期に繋がりやすくなる
・①と②・③については、相談支援で浮かび上がった個人のニーズに対して、②・③におい

て開拓された地域資源によって多様な支援が可能となる

新



機能 既存制度の対象事業等

第１号

イ

相談支援

【介護】地域包括支援センターの運営

ロ 【障害】障害者相談支援事業

ハ 【子ども】利用者支援事業

ニ 【困窮】自立相談支援事業

第２号

参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供

第３号

イ

地域づくりに向けた支援

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定め
るもの（地域介護予防活動支援事業）

ロ 【介護】生活支援体制整備事業

ハ 【障害】地域活動支援センター事業

ニ 【子ども】地域子育て支援拠点事業

第４号
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能

第５号
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

第６号 支援プランの作成（※）

重層的支援体制整備事業について（社会福祉法第106条の４第２項）

○重層的支援体制整備事業の内容については、以下の通り規定。
①新事業の３つの支援について、第１号から第３号までに規定。
②３つの支援を支えるものとして、アウトリーチ等を通じた継続的支援、多機関協働、支援プランの作成

を４号から第６号に規定。

新

新

（注）生活困窮者の共助の基盤づくり事業は、第３号柱書に含まれる。
（※）支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

新

新



地域共生社会の実現（第4条第１項）

包括的な支援体制の整備と重層的支援体制整備事業の位置づけ
（社会福祉法第106条の３） （改正社会福祉法第106条の４） .

地域福祉の推進
（第4条 第2項）

地域生活課題の把握、連

携による解決に向けた取り

組み（第４条第３項）

包括的な支援体制の整備

（第106条の3）

重層的支援体制整備事業
（第106条の４）



すべての人の生活の基盤としての地域

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『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『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』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

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは
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◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

日本社会や国民生活の変化（前提の共有）

○ 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い手
が減少しており、例えば、近年大規模な災害が多発する中で
災害時の支援ニーズへの対応においても課題となるなど、
地域社会の持続そのものへの懸念が生まれている

○ 高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながりや
社会参加の機会に十分恵まれていない

＜共同体機能の脆弱化＞

○ 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下すると
ともに、未婚化が進行するなど家族機能が低下

○ 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本
型雇用慣行が大きく変化
血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基

礎となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な社
会参加と地域社会の持続の両方を目指す試みがみられる

○ 日本の社会保障は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福
祉サービス等を含む現物給付を行うという基本的なアプローチの下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。

○ これにより、生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児
童福祉など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった。

○ その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、ダブルケア・いわゆる8050）している。

これらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリスクと言えるが、個別性が極めて高く、対象者別の各制度の下での支援の実
践において対応に苦慮している。

＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷と現在の状況



市町村、民間団体、地域住民など地域の構成員が協働して、属性を問わない包括的な支援と地域づくりに向けた支援を総合的に
推進し、多様なつながりを地域に生み出すことを通じて、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性の向上を図
るもの。

１．重層的支援体制整備事業の意義

(１)包摂的な地域社会を目指す

・事業の実施を通じて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、互いを尊重し合いながら暮らしていくこ
とのできる包摂的な社会（「地域共生社会」）を目指す。

・事業の実施に当たっては、特定の属性や課題に対応する従来のアプローチを転換し、「すべての地域住民」の多様な課題に寄り
そう社会づくりを進める。
(２)地域の将来を見据えた連携と協働

・共同体（家族・地域・職場など）機能の脆弱化に対応すると同時に、地域の担い手不足等も踏まえて、地域社会の基盤の再構築
を目指す。
・基盤の再構築に当たっては、国と自治体、地域コミュニティ、民間企業やNPOなど多様な主体や、まちづくり、住宅、農産業、教育
等の多様な分野と信頼関係を構築するとともに緊密に連携し、互いの創意工夫のもと協働を進める。

２．重層的支援体制整備事業のめざす目標

(１)尊厳を守る支援…一人ひとりの生が尊重され、社会との多様な関わりをもつことができるよう、本人の尊厳を守っていく。
(２)自律に向けた支援…自らの生き方や社会とのつながり方を追求できるよう、本人の自律を支えていく。
(３)伴走による支援…本人に関わり合いながらエンパワーメントし、本人と周囲、地域との関係を広げていく。
(４)包括的な支援…複合化・複雑化した支援ニーズに対応するとともに、包摂的な地域社会を育むための地域づくりを進めること

で、市町村全体で包括的な支援体制を構築していく。
(５)地域づくりに向けた支援…地域住民の創意や主体性を源として、多様な活動と参加の機会を生み、地域の持続可能性を高

めていく。

３．重層的支援体制整備事業の支援のかたち

重層的支援体制整備事業の理念



○地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（※）する中、従来の支援体制では課題がある。
▼属性別の支援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。

▼属性を超えた相談窓口の設置等の動きがあるが、各制度の国庫補助金等の目的外流用を避けるための経費按分に係る事務負担が大きい。

○このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みとすることが必要。

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援

※Ⅰ～Ⅲの３つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。
（ア）狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する
（イ）地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、相談支援へ早期につながる
（ウ）災害時の円滑な対応にもつながる

○市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築す
るため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する。

○新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援は必須
○新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。

社会福祉法に基づく新たな事業（「重層的支援体制整備事業」）の創設

（※）一つの世帯に複数の課題が存在している状態（8050世帯や、介護と
育児のダブルケアなど）、世帯全体が孤立している状態（ごみ屋敷など）

○ 各支援機関・拠点が、属性を超えた支援
を円滑に行うことを可能とするため、国の
財政支援に関し、高齢、障害、子ども、生
活困窮の各制度の関連事業について、一体
的な執行を行う。

現行の仕組み

高齢分野の
相談・地域づくり

障害分野の
相談・地域づくり

子ども分野の
相談・地域づくり

生活困窮分野の
相談・地域づくり

重層的支援体制

属性・世代を
問わない

相談・地域づ
くりの実施体

制

相談支援・地域づくり事業の一体的実施
新たな事業の全体像

（参考）モデル事業実施自治体数 H28年度:26  H29年度:85   H30年度:151  R元年度:208

⇒新たな参加の場が生まれ、
地域の活動が活性化

住民同士の顔の見える関係性の育成支援

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保
・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーディネート

Ⅰ～Ⅲを通じ、
・継続的な伴走支援
・多機関協働による
支援を実施

包括的な
相談支援の体制

Ⅰ 相談支援

・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

就労支援

Ⅱ 参加支援

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用
・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
（既存の地域資源の活用方法の拡充）

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にな
いひきこもり状態の者を受け入れる 等

見守り等居住支援（狭間のニーズへ
の対応の具体例）
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQy_KbjMXZAhUMEpQKHZGCAPMQjRx6BAgAEAY&url=http://01.gatag.net/0006870-free-illustraition/&psig=AOvVaw3vn8msKXixC-HVHqrui51e&ust=1519786476589264


重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例
については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本
人との関係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめ

ざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

じえん

若年者
支援

教育

保健・医療

就労支援

消費者相談

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティ
（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な
場づくり

多分野協働の
プラットフォーム

農業

観光

まちづくり

環境

居住支援

地域住民

居場所

地方創生

多文
化共
生相談支援機関B

相談支援機関C

相談支援機関A

重層的支援体制整備事業（全体）

世代や属性を超えた相談を
受け止め、必要な機関につな
ぐ

包括的相談支援事業

継続的な伴走による
支援

アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

つながりや参加の支援。
狭間のニーズにも対応す
る参加支援を強化

参加支援事業

地域づくりをコーディ
ネート

地域づくり事業

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

多機関協働事業新

新

新

重層的支援会議

調整
調整

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQy_KbjMXZAhUMEpQKHZGCAPMQjRx6BAgAEAY&url=http://01.gatag.net/0006870-free-illustraition/&psig=AOvVaw3vn8msKXixC-HVHqrui51e&ust=1519786476589264
http://4.bp.blogspot.com/-_uiP7snuyhA/Us_Ng2k41sI/AAAAAAAAdK8/DBs2ee1iNPo/s800/kaisya_nakayoshi.png


参加支援事業とは
（社会福祉法第106条の４第２項第２号）

○ 社会とのつながりを作るための支援を行う
各分野で行われている既存の社会参加に向けた支援では対応できない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作りに向けた支援を行う。

○ 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、地域の社会資源との間をコーディネートし、本

人と支援メニューのマッチングを行う。
また、新たに社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図り、本人や世帯のニー

ズや状態に合った支援メニューをつくる。

○ 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
本人と支援メニューをマッチングしたのち、本人の状態や希望に沿った支援が実施できてい

るかフォローアップをする。
また、受け入れ先の悩みや課題にも寄り添い、困っていることがある場合にはサポートをす

る。

（参加支援事業の取組例）
• 生活困窮者の就労支援施設において、経済的な困窮状態にないひきこもり状態に対して就労

支援（就労準備支援）を実施する
• 就労継続支援Ｂ型の事業所において、障害福祉サービスの対象とならないひきこもり状態の

者への就労支援を実施する
• 商店や農業などの作業の場を開拓し、中間的就労の場としてコミュニケーションが苦手な人

の社会参加の場として活用する



社会参加に向けた支援の必要性 ～「地域共生社会推進検討会最終取りまとめ」より～

課題の複合化・複雑化の背景

社会的孤立など
関係性の貧困

自己肯定感や
自己有用感の低下

課題の複合化・複雑化の背景には、社会的孤立など関係

性の貧困があり、それが本人の自己肯定感や自己有用感の

低下につながっていることが多い。

自己肯定感や自己有用感を回復して生きる力を引き出す

ためには、本人・世帯が、他者や地域、社会と関わり自分

に合った役割を見出すための多様な接点をどのように確保

するかが重要である。

多様な社会参加に向けた支援の機能を確保することが求

められている。 地域・社会との関わり
自分にあった役割

自己肯定感や
自己有用感の回復

自分に合った社会参加に向けた支援

生きる力の回復

【多様な社会参加に向けた支援】

課題が複合化・複雑化してしまう背景

多様な社会参加に向けた支援の必要性

介護、障害、子ども、生活困窮など属性の特徴に対応した支援

単一の属性の支援では対応できない事例や、社会とのつなが

りの希薄化が長期化し、丁寧な支援が必要な場合など、個別

性が高まった事例などに対し、既存の社会資源と狭間のニー

ズを持つ者との間を取りもつ支援

既存制度の支援と連携

新たな参加支援の機能



参加支援事業の対象者像・活用する社会資源の例

既存の各制度における社会参加に向けた支援で

は対応できない個別性の高いニーズを有してい

る人など

参加支援事業の支援対象者 活用が想定される社会資源

社会参加に向けた支援としては、就労支援、

居住支援、学習支援、通いの場など多岐にわた

るため、活用が想定される社会資源も、多様な

場が想定される

【具体例】

・8050世帯の50代の者など、世帯全体としては経

済的困窮の状態にないが、子がひきこもりの状態

である世帯

・障害者総合支援法に基づくサービスの支援対象と

ならないひきこもり状態の者

・精神的に不調があり、社会にでることに不安があ

る者

・親や家族に頼れず、児童福祉法の対象にもならな

い10代後半から20代の若者 など

【地域資源の活用例】

・生活困窮者に対する就労体験の事業や障害福祉サービスにおける就労継続支援事業に、経済的困窮状態にないひきこもりの者などを受け入れる

・商店や農業などの作業の場を、中間的就労の場として、コミュニケーションが苦手な者の社会参加の場として活用

・社会福祉施設等の空き室を利用して、居住の場がない者や家族と一緒に生活が困難な者に対して一時的に生活をする場を確保する

・住民活動や地域での通いの場について、本人の通う場として活用する

【具体例】

・既存の社会福祉施設や福祉サービス事業所

・地域の企業や商店、農家等

・地域における居場所、住民活動の場

・その他ニーズに応じて新たに開発するもの

など

支援対象者を社会参加に向
けた活動に結びつける視点

本人が抱える課題そのもの
よりも、本人のできること、
やりたいこと、楽しみに感
じること等を把握し活かし
ていくことを重視

多様な社会資源に対して
参画を求める視点

全く新たに何か頼むのでは
なく、従来の取組や機能を
把握・発見し、できること
をもちよってもらうことを
重視
※小さい取組でも数多く



終結
本人の状況に応じた社会参加やつながりについて継続の見通しがついたところ

参加支援事業の実施イメージ

参加支援事業

本人が抱える課題、本人の
ニーズ・希望や目標等の把握

個別のニーズに応じて地域の
社会資源の開発・働きかけ

包括的相談支援事業

多機関協働事業

・相談の受けとめ

・多機関協働事業へのつなぎ

活動内容や条件等の調整 支援内容や環境整備等の調整

本人の状態や活動状況の
確認・助言等

本人との関わり方等の悩みや
活動の課題把握

支
援
対
象
者

全体の支援体制
のモニタリング

終結
本人の課題が整理され、支
援の見通しがついたところ

・関係機関等の役割分担

・支援プランの協議・策定

地
域
の
社
会
資
源

【重層的支援会議】

参加支援事業は、既存の各制度の支援では対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、
・利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、既存の社会資源の拡充や新たな社会資源の開拓などのコーディネートを行うとと

もに、本人と支援メニューのマッチングを行う
・マッチングしたのち、本人の状態やニーズ・希望にそった活動ができているかフォローアップするほか、受入先の悩みや課

題等に対するサポートを行う
ことなど、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う。

③参加支援活動中のフォローアップ

地域づくり支援

②本人と社会資源のマッチング

・社会資源の発見、活用

・民間団体等の地域活動への参画



参加支援事業について（イメージ）

①個別ニーズの把握・資源開拓

支援対象者 地域の社会資源参加支援事業者

本人が抱える
課題、本人の
ニーズ・希望や
目標等の把握

個別のニーズ
に応じて地域
の社会資源の
開発・働きかけ

②本人と社会資源のマッチング

支援対象者 地域の社会資源参加支援事業者

○ 参加支援事業は、既存の各制度の支援では対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、
・利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、既存の社会資源の拡充や新たな社会資源の開拓などのコーディネートを

行うとともに、本人と支援メニューのマッチングを行う
・マッチングしたのち、本人の状態やニーズ・希望にそった活動ができているかフォローアップするほか、受入先の

悩みや課題等に対するサポートを行う
ことなど、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う。

③参加支援活動中のフォローアップ（※）

支援対象者 地域の社会資源

既存の各制度における支援では対応できない個別性の高いニーズ
を有している人など
（例）

・8050世帯の50代の者など、世帯全体としては経済的困窮の
状態にないが、子がひきこもりの状態である世帯
・障害者総合支援法に基づくサービスの支援対象とならないひ
きこもり状態の者
・精神的に不調があり、社会にでることに不安がある者
・親や家族に頼れず、児童福祉法の対象にもならない10代後
半から20代の若者

サービス利用・活動への参加

支援や活動の場の提供

支援内容や
環境整備等
の調整

活動内容や

条件等の調
整

本人の状態や

活動状況の確
認・助言等

本人との関わり
方等の悩みや
活動の課題把

握

※支援対象者へのフォローアップについては、参加支援事業者のほか、多機関
協働、包括的相談支援事業者など関係機関が連携して対応

社会参加に向けた支援として求められる内容は、就労支援、居
住支援、学習支援など多岐にわたるため、参加支援の実施に際
して活用可能な社会資源も、自治体の状況や支援対象者のニー
ズに応じて開発を図るものなどが想定される

【地域資源の活用例】
・生活困窮者に対する就労体験の事業や障害福祉サービスにお

ける就労継続支援事業に、経済的困窮状態にないひきこもり
の者などを受け入れる

・商店や農業などの作業の場を、中間的就労の場として、コ
ミュニケーションが苦手な者の社会参加の場として活用

・社会福祉施設等の空き室を利用して、居住の場がない者や家
族と一緒に生活が困難な者に対して一時的に生活をする場を
確保する

・住民活動や、地域での通いの場について、本人の通う場とし
て活用する

地域の社会資源の活用例

参加支援の対象者像



参加支援の実施に際し、社会福祉施設や福祉サービス事業所を活用する場合の取扱い

○ 社会福祉施設や福祉サービス事業所の本来事業

の事業実施に支障が生じない範囲であれば、参加

支援の対象となる者の受入が可能であることを明

確にし、本来事業の実施に支障が生じない範囲の

考え方を整理

○ 施設整備について補助金等が交付されている場

合について、補助金等の目的外使用にあたらない

範囲（財産処分の手続が不要な範囲）等を整理

○ 社会福祉施設や福祉サービス事業所において、

指定等を受けた事業（本来事業）の対象者以外の

者の受け入れについては、以下の懸念により進ん

でこなかった。

・本来事業の指定基準等に違反しないか

・施設整備について補助金等が交付されている場

合、施設の目的外使用にならないか

これまでの課題

参加支援に活用を図るための整理

○本来事業の利用者数と参加支援の利用者数の合計が事業所等の定員の

範囲内であること。

○利用については本来事業の利用者を優先し、参加支援の利用は、事業

所等の余力の範囲で行うこと。

○当該事業所の職員が参加支援利用者の支援にもあたる場合は、利用者

合計数に応じた人員配置が行われていること。

※ 本来事業の専任職員について、運営基準上、利用者の支援に支障が無

い範囲で兼務が認められている場合は、参加支援利用者の支援にもあたる

ことが可能。

○本来事業の実施に支障が生じない範囲で一時的な使用

・本来事業の営業時間外や休日で一時的に使用する場合

・本来事業の空き定員等を活用して、本来事業の実施に支障が生じな

い範囲で一時的に使用する場合

※ 一時的な使用とは、本来の事業目的として使用している施設につい

て、本来の事業目的に支障を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場

合をいう。

(注）本来の事業を廃止したり、事業規模を縮小して他用途に使用する

場合については財産処分手続が必要

本来の事業実施に支障が生じない範囲（概要）

財産処分手続が不要な範囲（概要）

※ 「多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について」（令和３年３月３１日子発0331第9号、社援発0331第15号、障発第
0331第11号、老発0331第４号 厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長連名通知）参照



参加支援事業の補助対象経費について

○ 社会参加に向けた支援に関する業務（本

人のニーズ等の把握、地域の社会資源との

コーディネート・マッチング、地域資源の

開発、参加支援活動中のフォローアップ

等）と行うために必要な費用（人件費、需

用費、委託費等）

※ 参加支援事業の実施体制については特段の要件

は設けていない。

そのため、専任の職員を配置する場合もあれば、

アウトリーチ等継続支援事業などと兼務して業務

にあたったり、既存の支援関係機関や地域の居場

所等に参加支援の業務を付加して委託を行うこと

なども想定される。

本人への支援に協力する受入企業等に対して、
支援に必要な実費相当分の費用

【受入事業所等に支払う実費相当分の費用の考え方】

○ 参加支援対象者を受け入れる協力事業所において、参加支援の実施に

際して必要となる費用が発生する場合であって、既存の制度の活用によ

る費用負担が困難である場合には協力費として参加支援事業の対象経費

と支出可能

＜参加支援の実施に際して必要となる費用の例＞

・参加支援事業者からの依頼を受け、受入協力事業所において支援業務

を行った場合の謝金（※）

・参加支援実施用として施設等を借りた場合の施設利用料

・参加支援対象者の受入により発生する消耗品費、シーツ等の交換、洗

濯等の費用（本人が負担する場合を除く。）

・参加支援の受入に伴い、受入協力事業所が賠償保険等に加入した場合

の保険料

・参加支援の受入に伴い、受入協力事業所において発生する交通費、通

信運搬費等

※ あくまでも一般的な謝礼等の範囲を想定。福祉サービスの事業費を代替する

ものではないことに留意。（例えば、要介護者以外の者を介護サービス事業所

等で受けいれた際に、介護報酬に相当する費用を支払うことはできない。）

＜注＞ 支援実施費用について、既存の制度の補助金等で賄うことが可能

な場合については、既存の制度を適用することにより対応する

例：障害福祉サービスの就労支援事業所について、参加支援対象者が利用す

る際に、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業の対象者もなり得る

場合には、就労準備支援事業を部分委託して対応するなど



本人（35歳）は、単身赴任。自宅に残っている家族に以下のような
課題があるとのことで、新しい事業の相談窓口を訪れた。
・娘（18歳）は、高校を中退し家出を繰り返している。
・妻（35歳）は障害の疑いがある。娘との関係性が悪化している

支援のきっかけ

 参加支援を担う法人が、地域の施設や関係者に働きかけて、コーディネートしたことにより、個別性の高い多様なニーズに柔軟に応える
ことができた。

 既存の社会資源を最大限に活用した支援を行ったことにより、支援を通じて地域の社会資源を充実していくことにも寄与した。

参加支援の事例

課題の整理

【妻】
障害の疑い

＜本人＞
Cさん(男性)35歳
＜家族構成＞
妻35歳、娘18歳

【娘】高校中退、家
出を繰り返している

【本人】
単身赴任

家族構成

娘
• 高校を中退し、両親との喧
嘩が増え、家出を繰り返して
いる。

妻

• 障害の疑いがあり、仕事を
しても続かず、落ち込んでい
る。

• 娘との関係性が悪化してい
る。

本
人

• 単身赴任中のため、週１回
程度しか帰省できない。

• 娘を強く叱責してしまい、口
を利かなくなっている。

支援の実施

＜娘＞

 両親との喧嘩が絶えないため、一定の距離をとる必要があることから、娘
の了解の下、多機関協働の中核を担う支援員とも情報共有をしながら、地
域のシェルターの空き状況や入居者の年齢層等を調査。その中で娘が安心
して暮らせそうな民間のシェルターが見つかったため、そのシェルターに
打診し、一時的な受け入れを行ってもらう。

＜妻＞

 妻は就労意欲が高かったが、その前段階として就労に向けた準備が必要な
状況であったため、妻と相談のうえ制度外で短期間のみ就労準備支援事業
に通うようになる。

 同時に、参加支援を担う法人は、妻に合った職場を見つけるため、地域の
中小企業を丁寧に回り企業側のニーズも聞きながら企業開拓を行う。その
中で妻を受け入れてくれる企業が見つかり、就職が実現する。

効果

＜課題の概要＞

参加支援を担う法人は、多機関協働の中核を担う支援員と連携を図り、本人の
状態に寄り添いながら以下のとおり地域の施設や関係者に働きかけるなど、
コーディネートを行った。



支援例① 片麻痺のため職場を退職し、地域からも孤立していた者について、料理人の経験を生かして、料理教室の講師として
活動ができるように支援

・本人と参加支援事業者との面談時、本人から「もうお店では調理を行うことができない」との話を聞き、身体的に無理のない範囲で、
調理の経験を活かせる機会を探すこととした。

・一方、地域において、男性の集まる機会をつくりたいといった声が自治会内であったため、参加支援事業者から「男性の料理教室」の
開催を提案するとともに、本人に料理教室の講師役を依頼。参加支援事業者も当初アシスタント役として活動を支援。

支援例② ひきこもりの若者について、イラスト作成が得意だったため、挿絵作成を依頼し広報紙に掲載してもらう。

・重層的支援会議でアウトリーチ等事業者から、本人が得意なイラストを何かに活かせないかとの提案あり。
・本人の了解を得てイラストを借り受け、参加支援事業者から福祉事業所等に活用の機会が無いか相談。
・事業所から挿絵の作成依頼を受け、広報誌へ掲載してもらうようになった。
・挿絵の内容の打合せ等については、徐々に本人と事業所間でメールでやりとりできるようになるよう支援。

支援例④ 精神疾患の親と不登校気味の子のひとり親世帯の子どもを地域の子ども食堂のスタッフとして活動できるよう支援。

・精神疾患の母親の世話や家事などの負担から不登校気味となっていた子どもについて、地域で子ども食堂を開催している団体と協議の
上、子ども食堂のスタッフとして参加してもらうこととした。

・母親も食事をするために来てもらうようにして、子ども食堂のスタッフには、声かけや見守りを依頼。
・子ども食堂に通ううちに周りのスタッフとも話しができるようになっている。

支援例③ 集団での活動等が苦手な高齢者について、小学生の登下校時の交通安全活動を依頼。

・地域包括支援センターから、介護予防教室などの集まりが苦手で閉じこもりがちな高齢者の対応について、個別の活動の場などが考え
られないかとの提案あり。

・小学校や交通安全ボランティアと調整し、本人には登下校時の交通安全活動への参加を提案
・他の交通安全ボランティアには、本人の活動状況の見守り等を依頼

地域の社会資源を活用した参加支援の取組例



支援例① 親が他界し単身での生活が困難な者について養護老人ホームの空き室を活用して一時的な住まい確保を支援。

・いわゆる８０５０世帯であったが、老親が他界し、ひきこもり状態であった50代男性が単身で生活することになったが、一人で食事
の準備等を行うことが困難であり、生活上の支援が必要となった。

・近隣で受入可能な施設を探したところ、養護老人ホームに空きがあったことから、高齢者福祉担当及び養護老人ホームと調整の上で、
一時的な住まいとして活用。養護老人ホームには居室と食事の提供を依頼。

・参加支援事業者が施設を訪問し、本人との面談を行った上で、退所に向けた相談支援を実施。

支援例③ 就労継続支援Ｂ型事業所において、障害者総合支援法に基づくサービスの支援対象とならない者への就労支援を実施。

・障害者総合支援法に基づくサービスの支援対象とならないが、人とのコミュニケーションが苦手で就労に至っていない者について、本
人の状態に応じた活動ができる場を探すこととした。

・本人の希望も確認しつつ、近隣でパソコン等の作業を実施している就労継続支援Ｂ型事業所に協力を依頼。
・就労継続支援Ｂ型事業所の空き定員の範囲で同時に作業等を実施することとし、就労継続支援Ｂ型事業所には声かけと見守りを依頼
・参加支援事業者が定期的に就労継続支援Ｂ型事業所を訪問し、本人の相談支援に応じ、段階的な就労などに向けた支援を実施

既存の社会福祉施設・福祉サービス事業所を活用した参加支援の取組例

支援例② 孤立している子育て世帯の支援のため、保育所の空きスペースを活用してつながりを作る場を設ける。

・周りに相談できる知人等がおらず子育てに悩んでいるとの相談が子育て世帯から多く寄せられていることから、子育て世帯が身近で気
軽に集まれる場の必要性が課題となっていた。

・地域において子育て支援活動を行っている団体や保育所を調整し、夜間や休日等で生じる空きスペースを活用して、子育て世帯同士の
つながりづくりや、支援団体のスタッフへの相談ができる会を開催することとした。



地域共生社会のポータルサイト

○ 令和３年４月１日に地域共生社会のポータルサイトを新規オープン
➢ https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/

○ 重層的支援体制整備事業をはじめ、地域共生社会の実現に向けた取組に関する各種通知や全国各地の取組事例等を
掲載。今後、関連情報を順次掲載し、内容を充実させていく

https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/


参考資料



令和４年度 重層的支援体制整備事業 実施予定自治体（134自治体）

旭川市 木更津市 伊勢市 松江市

七飯町 松戸市 桑名市 大田市

妹背牛町 柏市 名張市 美郷町

鷹栖町 市原市 亀山市 岡山市

津別町 墨田区 鳥羽市 美作市

音更町 世田谷区 いなべ市 呉市

広尾町 中野区 志摩市 東広島市
青森県 鰺ヶ沢町 八王子市 伊賀市 廿日市市

盛岡市 立川市 御浜町 宇部市

遠野市 狛江市 長浜市 長門市

矢巾町 西東京市 守山市 高松市

岩泉町 鎌倉市 甲賀市 さぬき市

能代市 茅ヶ崎市 野洲市 愛媛県 宇和島市

大館市 逗子市 高島市 高知市

湯沢市 富山市 米原市 中土佐町

由利本荘市 氷見市 竜王町 大牟田市
山形県 山形市 金沢市 豊中市 久留米市

福島市 小松市 枚方市 八女市

須賀川市 越前市 高石市 糸島市

古河市 坂井市 東大阪市 岡垣町

東海村 山梨県 甲州市 大阪狭山市 佐賀県 佐賀市

栃木市 飯田市 阪南市 熊本県 大津町

市貝町 伊那市 太子町 中津市

野木町 岐阜市 姫路市 津久見市

太田市 関市 尼崎市 竹田市

みどり市 静岡県 函南町 芦屋市 杵築市

上野村 岡崎市 加東市 都城市

玉村町 春日井市 三郷町 日向市

川越市 豊田市 川上村 三股町

狭山市 稲沢市 和歌山県 和歌山市

草加市 東海市 鳥取市  ※134自治体

越谷市 大府市 米子市 　 うちR3重層事業 　42自治体

桶川市 知多市 智頭町 　 うちR3移行準備事業 　78自治体

ふじみ野市 豊明市 北栄町 　 うちモデル事業実施 　99自治体

鳩山町 長久手市

東浦町

大分県岐阜県

兵庫県

群馬県

愛知県

宮崎県
奈良県

埼玉県
鳥取県

石川県

大阪府

福島県

福井県

茨城県

栃木県
長野県

北海道

千葉県

三重県

島根県

岡山県

東京都

広島県

岩手県

山口県

滋賀県

香川県

神奈川県

秋田県 高知県

富山県

福岡県



令和４年度 重層的支援体制整備事業 実施予定自治体（134自治体）

都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル

旭川市 木更津市 移行 ○ 伊勢市 重層 ○ 松江市 重層 ○

七飯町 重層 松戸市 重層 ○ 桑名市 移行 ○ 大田市 重層 ○

妹背牛町 重層 ○ 柏市 移行 ○ 名張市 重層 ○ 美郷町 重層

鷹栖町 重層 ○ 市原市 重層 亀山市 移行 ○ 岡山市 移行 ○

津別町 重層 ○ 墨田区 移行 ○ 鳥羽市 重層 ○ 美作市 移行 ○

音更町 世田谷区 重層 ○ いなべ市 ○ 呉市 移行 ○

広尾町 移行 ○ 中野区 移行 ○ 志摩市 東広島市 移行 ○

青森県 鰺ヶ沢町 移行 ○ 八王子市 重層 ○ 伊賀市 重層 ○ 廿日市市 重層

盛岡市 移行 ○ 立川市 移行 ○ 御浜町 重層 ○ 宇部市 移行 ○

遠野市 重層 ○ 狛江市 移行 ○ 長浜市 重層 ○ 長門市 移行 ○

矢巾町 重層 ○ 西東京市 移行 ○ 守山市 重層 ○ 高松市 移行 ○

岩泉町 移行 ○ 鎌倉市 移行 甲賀市 移行 ○ さぬき市

能代市 移行 茅ヶ崎市 移行 ○ 野洲市 移行 ○ 愛媛県 宇和島市 重層 ○

大館市 重層 逗子市 重層 ○ 高島市 移行 ○ 高知市 移行 ○

湯沢市 移行 ○ 富山市 移行 ○ 米原市 重層 ○ 中土佐町 移行 ○

由利本荘市 移行 氷見市 重層 ○ 竜王町 移行 ○ 大牟田市 移行 ○

山形県 山形市 移行 ○ 金沢市 移行 ○ 豊中市 重層 ○ 久留米市 重層 ○

福島市 移行 小松市 重層 枚方市 移行 八女市 移行 ○

須賀川市 移行 ○ 越前市 移行 ○ 高石市 移行 ○ 糸島市 移行 ○

古河市 移行 ○ 坂井市 重層 ○ 東大阪市 岡垣町 移行 ○

東海村 移行 ○ 山梨県 甲州市 移行 ○ 大阪狭山市 重層 ○ 佐賀県 佐賀市 移行 ○

栃木市 移行 ○ 飯田市 重層 阪南市 移行 ○ 熊本県 大津町 移行 ○

市貝町 移行 ○ 伊那市 移行 ○ 太子町 移行 ○ 中津市 移行 ○

野木町 移行 ○ 岐阜市 移行 ○ 姫路市 移行 ○ 津久見市 重層 ○

太田市 移行 関市 移行 ○ 尼崎市 竹田市 移行 ○

みどり市 静岡県 函南町 移行 芦屋市 移行 ○ 杵築市 移行 ○

上野村 移行 岡崎市 重層 ○ 加東市 移行 ○ 都城市 移行 ○

玉村町 移行 ○ 春日井市 三郷町 移行 日向市 移行 ○

川越市 重層 豊田市 重層 ○ 川上村 三股町 移行 ○

狭山市 移行 ○ 稲沢市 移行 和歌山県 和歌山市 重層 ○

草加市 移行 ○ 東海市 重層 鳥取市 移行 ※ 134自治体

越谷市 大府市 重層 米子市 移行 ○ R3 重層事業 42自治体

桶川市 知多市 移行 智頭町 R3 移行準備 78自治体

ふじみ野市 移行 ○ 豊明市 北栄町 重層 ○ モデル　実施 99自治体

鳩山町 重層 ○ 長久手市 重層 ○

東浦町 移行 ○

高知県

香川県

山口県

広島県

岡山県

宮崎県

大分県

福岡県

島根県

鳥取県

奈良県

兵庫県

大阪府

滋賀県

秋田県

岩手県

北海道

三重県

愛知県

岐阜県

長野県

福井県

石川県

富山県

栃木県

茨城県

福島県

神奈川県

東京都

千葉県

埼玉県

群馬県

参考



令和３年度 重層的支援体制整備事業 実施自治体

七飯町 伊勢市
妹背牛町 名張市

鷹栖町 鳥羽市
津別町 伊賀市
遠野市 御浜町
矢巾町 長浜市

秋田県 大館市 守山市
川越市 米原市
鳩山町 豊中市

松戸市 大阪狭山市
市原市 和歌山県 和歌山市

世田谷区 鳥取県 北栄町
八王子市 松江市

神奈川県 逗子市 大田市
富山県 氷見市 美郷町
石川県 小松市 広島県 廿日市市

福井県 坂井市 愛媛県 宇和島市
長野県 飯田市 福岡県 久留米市

岡崎市 大分県 津久見市

豊田市
東海市
大府市

長久手市 ※42自治体

東京都

島根県

愛知県

北海道
三重県

岩手県

滋賀県

埼玉県
大阪府

千葉県

参考

30



令和４年度 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 実施予定自治体（ 2 2 9自治体）

釧路市 さいたま市 輪島市 名古屋市 倉吉市 熊本市

京極町 川口市 白山市 豊橋市 八頭町 山鹿市

東川町 行田市 能美市 一宮市 湯梨浜町 菊池市

斜里町 鴻巣市 野々市市 半田市 琴浦町 天草市

厚真町 北本市 福井市 豊川市 出雲市 合志市

平内町 吉川市 敦賀市 蒲郡市 吉賀町 菊陽町

今別町 白岡市 鯖江市 犬山市 笠岡市 西原村

蓬田村 川島町 あわら市 小牧市 総社市 御船町

外ヶ浜町 野田市 美浜町 阿久比町 新見市 益城町

西目屋村 浦安市 山梨市 武豊町 西粟倉村 大分市

藤崎町 中央区 南アルプス市 松阪市 広島市 由布市

大鰐町 品川区 長野市 鈴鹿市 竹原市 九重町

田舎館村 目黒区 岡谷市 紀宝町 尾道市 延岡市

板柳町 大田区 駒ヶ根市 彦根市 福山市 小林市

仙台市 杉並区 飯山市 近江八幡市 大竹市 高鍋町

涌谷町 豊島区 小海町 栗東市 府中町 都農町

鹿角市 江戸川区 下諏訪町 湖南市 坂町 門川町

大仙市 三鷹市 富士見町 東近江市 下関市 美郷町

井川町 青梅市 原村 豊郷町 山口市 高千穂町

大潟村 調布市 飯島町 亀岡市 美祢市 鹿児島市

鶴岡市 町田市 中川村 長岡京市 徳島県 小松島市 鹿屋市

天童市 小金井市 泰阜村 精華町 香川県 丸亀市 霧島市

遊佐町 小平市 飯綱町 大阪市 四国中央市 志布志市

いわき市 日野市 大垣市 堺市 愛南町 中種子町

川俣町 国分寺市 恵那市 八尾市 四万十市 大和村

楢葉町 国立市 美濃加茂市 河内長野市 本山町 宇検村

土浦市 多摩市 坂祝町 熊取町 いの町 和泊町

那珂市 相模原市 静岡市 千早赤阪村 黒潮町 知名町

小山市 藤沢市 浜松市 明石市 福岡市 糸満市

那須塩原市 小田原市 熱海市 伊丹市 大川市 沖縄市

さくら市 秦野市 藤枝市 西脇市 小郡市

那須烏山市 厚木市 御殿場市 川西市 宗像市

壬生町 新潟市 伊豆市 小野市 古賀市

高根沢町 三条市 小山町 たつの市 うきは市

那珂川町 柏崎市 吉田町 奈良市 大刀洗町

沼田市 見附市 桜井市 大木町  ※229自治体

高山村 村上市 宇陀市 佐賀県 上峰町 　 　うちR3移行準備事業

みなかみ町 関川村 田原本町 長崎市 146自治体

明和町 富山県 高岡市 高取町 五島市 　 　うちモデル事業実施

千代田町 明日香村 西海市 114自治体

大泉町 王寺町 佐々町

吉野町

大淀町

沖縄県

新潟県

奈良県
群馬県

長崎県

福岡県

熊本県

宮城県

秋田県
山口県

京都府

鹿児島県

山形県

大阪府

愛媛県

福島県
岐阜県

茨城県

神奈川県

静岡県
栃木県

兵庫県

大分県

東京都

三重県

広島県

長野県

宮崎県
滋賀県

高知県

北海道

埼玉県

石川県

愛知県

鳥取県

福井県

島根県

青森県

岡山県

千葉県

山梨県



令和４年度 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 実施予定自治体（ 2 2 9自治体）

都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル 都道府県名 市町村名 R3 モデル

釧路市 移行 ○ さいたま市 移行 ○ 輪島市 移行 名古屋市 移行 ○ 倉吉市 移行 ○ 熊本市 移行 ○

京極町 移行 ○ 川口市 白山市 移行 豊橋市 移行 ○ 八頭町 移行 ○ 山鹿市 移行 ○

東川町 行田市 能美市 移行 ○ 一宮市 湯梨浜町 移行 ○ 菊池市 移行 ○

斜里町 鴻巣市 野々市市 移行 ○ 半田市 移行 琴浦町 移行 ○ 天草市

厚真町 移行 北本市 福井市 豊川市 移行 出雲市 移行 ○ 合志市 移行 ○

平内町 移行 ○ 吉川市 敦賀市 蒲郡市 吉賀町 菊陽町 移行 ○

今別町 移行 ○ 白岡市 鯖江市 犬山市 笠岡市 西原村

蓬田村 移行 ○ 川島町 移行 ○ あわら市 小牧市 総社市 移行 御船町 移行 ○

外ヶ浜町 移行 ○ 野田市 移行 美浜町 移行 ○ 阿久比町 移行 ○ 新見市 益城町 移行

西目屋村 移行 ○ 浦安市 移行 ○ 山梨市 武豊町 移行 西粟倉村 移行 ○ 大分市

藤崎町 移行 ○ 中央区 移行 ○ 南アルプス市 松阪市 移行 広島市 移行 ○ 由布市

大鰐町 移行 ○ 品川区 長野市 移行 ○ 鈴鹿市 移行 竹原市 移行 九重町 移行 ○

田舎館村 移行 ○ 目黒区 移行 岡谷市 紀宝町 尾道市 移行 ○ 延岡市 移行 ○

板柳町 移行 ○ 大田区 駒ヶ根市 移行 彦根市 移行 ○ 福山市 小林市 ○

仙台市 移行 ○ 杉並区 移行 ○ 飯山市 移行 ○ 近江八幡市 移行 ○ 大竹市 移行 ○ 高鍋町

涌谷町 移行 ○ 豊島区 移行 ○ 小海町 栗東市 移行 府中町 都農町 移行 ○

鹿角市 移行 ○ 江戸川区 移行 ○ 下諏訪町 移行 ○ 湖南市 坂町 門川町 移行 ○

大仙市 三鷹市 移行 ○ 富士見町 移行 ○ 東近江市 移行 ○ 下関市 美郷町 ○

井川町 移行 ○ 青梅市 移行 原村 移行 ○ 豊郷町 山口市 移行 高千穂町 移行 ○

大潟村 移行 ○ 調布市 移行 ○ 飯島町 亀岡市 移行 美祢市 移行 ○ 鹿児島市

鶴岡市 町田市 中川村 長岡京市 ○ 徳島県 小松島市 移行 ○ 鹿屋市 移行 ○

天童市 移行 ○ 小金井市 移行 ○ 泰阜村 精華町 移行 ○ 香川県 丸亀市 霧島市

遊佐町 小平市 移行 飯綱町 移行 大阪市 ○ 四国中央市 志布志市

いわき市 日野市 ○ 大垣市 移行 ○ 堺市 移行 愛南町 移行 中種子町 移行 ○

川俣町 移行 国分寺市 移行 ○ 恵那市 移行 八尾市 移行 四万十市 移行 ○ 大和村

楢葉町 移行 国立市 移行 ○ 美濃加茂市 移行 ○ 河内長野市 本山町 移行 ○ 宇検村 移行 ○

土浦市 移行 ○ 多摩市 移行 ○ 坂祝町 熊取町 移行 ○ いの町 移行 和泊町 移行 ○

那珂市 移行 ○ 相模原市 静岡市 移行 千早赤阪村 黒潮町 移行 ○ 知名町

小山市 移行 ○ 藤沢市 移行 ○ 浜松市 移行 ○ 明石市 移行 ○ 福岡市 移行 ○ 糸満市

那須塩原市 移行 小田原市 移行 ○ 熱海市 移行 伊丹市 移行 大川市 沖縄市

さくら市 移行 ○ 秦野市 移行 藤枝市 西脇市 小郡市 移行 ○

那須烏山市 移行 ○ 厚木市 御殿場市 川西市 移行 ○ 宗像市 ※ 229自治体

壬生町 移行 新潟市 ○ 伊豆市 移行 小野市 古賀市 移行 R3 移行準備 146自治体

高根沢町 移行 ○ 三条市 小山町 移行 ○ たつの市 移行 ○ うきは市 移行 ○ モデル　実施 114自治体

那珂川町 移行 ○ 柏崎市 吉田町 移行 ○ 奈良市 移行 ○ 大刀洗町 移行 ○

沼田市 見附市 桜井市 移行 ○ 大木町

高山村 村上市 移行 ○ 宇陀市 移行 佐賀県 上峰町

みなかみ町 移行 ○ 関川村 移行 ○ 田原本町 移行 ○ 長崎市 移行 ○

明和町 富山県 高岡市 移行 高取町 移行 ○ 五島市 移行

千代田町 ○ 明日香村 西海市

大泉町 王寺町 移行 ○ 佐々町 移行 ○

吉野町 移行 ○

大淀町 移行

神奈川県

宮城県

熊本県
愛知県

石川県

福井県

山梨県

東京都

千葉県

埼玉県

長野県

新潟県

栃木県

茨城県

福島県

青森県

北海道

山口県

広島県

岡山県

島根県

山形県

秋田県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県

静岡県

岐阜県

群馬県

鳥取県

奈良県

兵庫県

沖縄県

鹿児島県

宮崎県

大分県

長崎県

福岡県

高知県

愛媛県

参考



令和３年度 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 実施自治体

札幌市 栃木市 鎌倉市 名古屋市 奈良市 高知市

釧路市 小山市 藤沢市 豊橋市 桜井市 四万十市

京極町 那須塩原市 小田原市 半田市 宇陀市 本山町

厚真町 さくら市 茅ヶ崎市 豊川市 三郷町 いの町

広尾町 那須烏山市 秦野市 稲沢市 田原本町 中土佐町

平内町 市貝町 村上市 知多市 高取町 黒潮町

今別町 壬生町 関川村 阿久比町 王寺町 福岡市

蓬田村 野木町 富山市 東浦町 吉野町 大牟田市

外ヶ浜町 高根沢町 高岡市 武豊町 大淀町 八女市

鰺ヶ沢町 那珂川町 金沢市 松阪市 川上村 大川市

西目屋村 太田市 輪島市 桑名市 和歌山県 橋本市 小郡市

藤崎町 館林市 白山市 鈴鹿市 鳥取市 古賀市

大鰐町 上野村 能美市 亀山市 米子市 うきは市

田舎館村 みなかみ町 野々市市 彦根市 倉吉市 糸島市

板柳町 玉村町 越前市 近江八幡市 八頭町 岡垣町

盛岡市 さいたま市 美浜町 栗東市 湯梨浜町 大刀洗町

岩泉町 狭山市 山梨県 甲州市 甲賀市 琴浦町 佐賀県 佐賀市

仙台市 草加市 長野市 野洲市 島根県 出雲市 長崎市

涌谷町 日高市 伊那市 高島市 岡山市 五島市

能代市 ふじみ野市 駒ヶ根市 東近江市 総社市 佐々町

湯沢市 川島町 飯山市 竜王町 美作市 熊本市

鹿角市 木更津市 下諏訪町 亀岡市 西粟倉村 山鹿市

由利本荘市 野田市 富士見町 精華町 広島市 菊池市

井川町 柏市 原村 堺市 呉市 合志市

大潟村 浦安市 飯綱町 枚方市 竹原市 大津町

山形市 中央区 岐阜市 八尾市 尾道市 菊陽町

天童市 墨田区 大垣市 高石市 大竹市 御船町

福島市 目黒区 関市 阪南市 東広島市 益城町

須賀川市 中野区 恵那市 熊取町 宇部市 中津市

川俣町 杉並区 美濃加茂市 太子町 山口市 竹田市

楢葉町 豊島区 静岡市 姫路市 長門市 杵築市

土浦市 江戸川区 浜松市 明石市 美祢市 九重町

古河市 立川市 熱海市 芦屋市 徳島県 小松島市 都城市

那珂市 三鷹市 伊豆市 伊丹市 高松市 延岡市

東海村 青梅市 函南町 川西市 宇多津町 日向市

調布市 小山町 加東市 琴平町 三股町

小金井市 吉田町 たつの市 伊予市 都農町

小平市 愛南町 門川町

国分寺市 美郷町

国立市 高千穂町

狛江市 鹿屋市

多摩市 ※234自治体　 中種子町

西東京市 ※令和３年度 国庫補助協議状況を踏まえて整理したもの（令和３年12月現在） 宇検村

和泊町

大分県

宮崎県

鹿児島県

山口県

静岡県 兵庫県
茨城県

香川県

愛媛県

広島県

大阪府
山形県

東京都

岐阜県

福島県

熊本県

岩手県

埼玉県宮城県

長野県

岡山県

秋田県

千葉県

京都府

福岡県

長崎県

高知県

青森県

新潟県

富山県

北海道

栃木県

神奈川県

愛知県
奈良県

石川県
三重県

群馬県

鳥取県

滋賀県

福井県

参考


