
重層的支援体制整備事業とは

１ 現代社会の背景・課題

①福祉ニーズの多様化・複雑化

②高齢化の中で人口減少が進行

⇒複合的な課題を有する場合や
分野横断的な対応に課題

３ モデル事業（H29 R2）

（１）地域力強化推進事業

（２）多機関の協働による
包括的支援体制構築事業

２ 平成29年社会福祉法改正

【目的】
「地域共生社会」の実現に向けた
地域づくり・包括的な支援体制
の整備

市町村が包括的支援体制づくり
に努める旨を規定
※附則において、公布後３年を
目途として、上記規程を全国
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
ときは、所要の措置を講ずる
旨を規定 ※補助率3/4

従来の制度（高齢、障害、子ども等）ごとの
縦割りの補助金を基とした相談支援機関では、
制度の狭間が発生し、従来の制度では解決でき
ないニーズが顕在化
例）障害の疑いのある児童
生活困窮にないひきこもり 等

５ 附則に対応した国の検討（H31）
断らない包括的な支援体制整備に向けた、
以下の支援を一体的に実施する事業を創設
①相談支援（市町村による断らない相談支援体制）
②参加支援（社会とのつながりや参加の支援）
③地域づくりに向けた支援

６ 令和２年社会福祉法改正（R2.6公布）

複雑化した支援ニーズに対応する
包括的な支援体制の整備
⇒重層的支援体制整備事業創設（R3.4
①相談支援
②参加支援
③地域づくりに向けた支援

「重層的支援体制整備事業交付金」創設
⇒制度ごとに別々に交付されていた国からの
補助金を、社会福祉法に基づく１本の交付金
として交付する。

<効果>既存の制度の垣根を超えた活用が可能
（制度の狭間を埋める支援が可能）

※対象事業：社会福祉法第106条の４第２項

既存制度の対象事業等

第１号（相談支援）

イ 【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

二 【困窮】自立相談支援事業

第２号（参加支援） 新規事業

第３号（地域づくりに向けた支援）

イ 【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（※集いの場を想定）

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

二 【子ども】地域子育て支援拠点事業

柱書 【困窮】共助の基盤づくり事業（未実施）

第４号（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業） 新規事業

第５号（多機関協働） 新規事業

第６号（支援プランの作成） 新規事業

cf. 8050、ダブルケア、子ども
の貧困 等

＜社会福祉法第106条の４第２項＞

４ モデル事業で見えた課題

⇒地域の実情に応じた体制
整備や人材確保に課題

が主体的に地域課題を
把握して解決を試みる体制
づくりを支援する

各制度の相談支援機関を総合的
にコーディネートして市町村域
の総合的な支援体制をつくる

包括的な相談支援、総合的な
人材育成、効率的なサービス
提供のための生産性向上が必要

＜参加支援事業の取組例（厚労省資料より）＞
・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。

目指す先：地域共生社会
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、 『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越え
て『丸ごと』つながることで、 、地域をともに創っていく社会（平成29年２月７日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域社会実現本部）。

地域共生社会の
実現に向けた
さらなるツール

1

資料６



重層的支援体制整備事業の実施に向けて

１ 移行準備事業の創設と各都市の取組み状況

●重層的支援体制整備事業の創設に併せて、モデル事業
を廃止

●代わりに、移行準備事業（補助金）を創設
＜移行準備事業＞
今後、重層的支援体制整備事業の実施を希望する市町
村が円滑に移行できるよう、各相談支援機関等との連
携体制構築をはじめ、多機関協働、アウトリーチ等を
通じた継続的支援、参加支援の本格実施に向けた準備
及び試行的取組に必要な補助をおこなうもの

（補助率：４分の３、補助期間３年）
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●令和３年度の重層的支援体制整備事業への移行状況等

事業名 市町村数
重層的支援体制整備事業 42自治体

移行準備事業 243自治体

＜全体＞

事業名 市町村数

重層的支援体制整備事業 ０自治体
（参考）移行準備事業 13自治体

＜指定都市＞

資料６-２

２ 重層的支援体制整備事業の実施に向けて

参加支援（第２号）

軽微な障害等で社会とのつながりを失った人に、
地域の資源を活用した本人のニーズに合った就労
支援等を提供し、社会参加を継続的に支援する。

ひきこもりやかかわりを拒否する本人との信頼関係
構築に向けた支援に力点を置いて、継続的に繋がり
続ける支援を行う

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業（第４号）

地域づくりに向けた支援（第３号）
世代を超えて交流できる場の整備
交流、参加、学びの機会を生み出す
ための個別の活動やコーディネート

・生活支援コーディネーター（区、圏域）、
協議体（市、区）【介】
・地域活動支援センター（５か所）【障】
・子育て支援センター（21か所）【子】
・生活困窮者共助の基盤づくり事業【困】<新>

相談支援（第１号）
相談の受け止め

・各区役所窓口
・地域包括支援センター（29か所）【介】
・障害者支援事業相談窓口（10か所）【障】
・子育て支援センター（12か所）【子】
・子育て世代包括支援センター（３か所）【子】
・暮らし・仕事相談センター（３か所）【困】

相談者

多機関との連携が必要
（個人、世帯）

社会とのつながりが必要

継続的な見守が必要

多機関協働（第５号）
課題が複合化した事例等について、関係者や
関係機関の役割を整理、支援の方向性を示す

重層的支援会議
支援プラン作成！

（第６号）プランの決定
支援の方向性の共有
各支援機関の役割分担決定

重層的支援体制イメージ

相談

支援

支援

支援

役割分担
の提示夫

（ギャンブル依存）

息子
（障害疑い）

娘
（不登校）

支援

新

新

新

新

３ 令和３年度の取組状況（概要）

が集まり協議を実施（R3.12までに計９回）。

●相談支援（第１号）と、地域づくりに向けた支援（第３号）の係る機関
の洗い出しと整理を実施。

●相談支援（第１号）に係る機関全てを対象として、書面調査を実施。

●相談支援（第１号）に係る機関の一部（６機関）について、重層的支援体制
に対して期待することや、現在の困りごと等のヒアリングを実施

４ 今後の予定

●庁内関係課、庁外関係機関を対象とした研修会（重層的支援体制とは何か等）
を開催。是非ご参加ください！

●これまでに得た情報や現在の静岡市の組織等体制において、重層的支援体制を
構築するに当たって、外部有識者へ相談。

●支援機関等の関係者によるモデルケース検討の実施。



○【第１号相談支援】関係事業等一覧表

【配色ルール】

＜対象年齢＞

＜事業概要等＞

2,297

資料6-3

障害福祉
企画課

障害者生活支援センター城東

清水障害者サポートセンターそら

はーとぱる

地域子育て支援センター草薙ふたば 清水区草薙359-６
草薙ふたばこども園内

委託 社会福祉法人　翼福祉会 576 3,740

清水区庵原町219-18 （特非）清水障害者サポートセンターそら 3,801 13,736

葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内 （社福）恩賜財団済生会支部静岡県済生会 2,622 13,736

委託

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 880

相談支援事業（重症心身） 重症心身障がいをお持ち
の方とその家族等

葵区城北117 委託 （社福）小羊学園 1,739

障害者相談支援センターわだつみ 清水区駒越西２-10-10 （社福）静岡市しみず社会福祉事業団 3,133委託

委託

委託

清水中央子育て支援センター 清水区島崎町223
清水テルサ１階

地域子育て支援センターゆめの木 清水区下野町12-68
あいわ保育園内

委託

地域子育て支援センター小百合 葵区上伝馬18-28
小百合キンダーホーム内

地域子育て支援センター北安東 葵区北安東４-29-24
北安東保育園内

577 212
（人件費含含まず）

8040 60 65

直営

直営

委託

委託

848 　

子ども未来課

委託

委託

（社福）恩賜財団済生会支部静岡県済生会

直営

31,909の一部

3,405 21,620

551

委託

委託

31,027の一部
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利用者支援事業（特定型）

3 6 12 15

利用者支援事業（基本型）

20 22

白

ひきこもり

困窮

介護

障がい

子ども
主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

困窮

（ひきこもり）

基幹相談支援センター

ひきこもり地域支援センター

子ども

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

共通 対象外、または対象外ではないがほぼ事例なし

（ひきこもり）

障がいを持った方及びその家族等から
の相談に応じ、障害福祉サービスや成
年後見制度等の各種支援制度につな
げる。

相談支援事業（身体）

認定こども園・保育所等の利用に関する
相談・情報提供を行う

妊娠期から子育て期までの母子保健や
育児に関する相談を行い、切れ目ない
支援体制を構築する事業

生活に困窮しているかたに対して、生活
保護に至る前段階の、自立に向けた支
援

事業概要

暮らし・しごと相談支援センター

ひきこもり地域支援センター

分野 事業名 施設名

子ども
未来課

477 3,740

利用者支援事業（母子保健型）
（子育て世代包括支援センター）

困窮 暮らし・しごと相談支援センター

医療法人社団宗美会

精神保健
福祉課

（特非）静岡市障害者協会

(公社)静岡県精神保健福祉会連合会

介護 地域包括支援センター

障がい

基幹相談支援センター

相談支援事業（身体）

相談支援事業（知的）

相談支援事業（精神）

静岡市支援センターみらい

清水区村松原3-14-8

相談支援事業（精神）

相談支援事業（知的）

精神障がいをお持ちの方と
その家族等

知的障がいをお持ちの方と
その家族等

障害の種別や障害者手帳の有無にか
かわらず、相談者に必要な支援等の情
報提供や助言を行う

障がい（全般）をお持ちの
方とその家族等

基幹相談支援センター

子ども

…

利用者支援事業（基本型）
（子ども未来サポーター）

利用者支援事業（特定型）
（保育コーディネーター）

相談件数
(R1実績)

R3予算額
（千円）

所管課対象者

身体障がいをお持ちの方と
その家族等

葵区城内町１-１

ピアサポート 駿河区曲金５-４-58

静岡市支援センターなごやか

駿河区曲金3-1-30　南部HC内

住所 受託者等

葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内 医療法人社団リラ

利用者支援事業（母子保健型）

子育て支援センター服織 葵区羽鳥本町25-33
服織中央こども園内

子ども未来課 610 212
（人件費含含まず）

社会福祉法人　清水双葉会

212
（人件費含含まず）

社会福祉法人　愛育会 1,336 3,740

社会福祉法人　玉桂会 1,209 3,740

749

964 3,740

9,000

759

4,040

子育て支援センター東豊田 駿河区国吉田６-７-29
東豊田中央こども園内

静岡再生会療育センター令和
地域支援・相談室「やさしい街に」

駿河区曲金５-３-30

駿河区丸子２-18-32
丸子こども園内

子ども未来課

サポートセンターコンパス北斗 葵区慈悲尾180 （社福）明光會

子育て支援センター登呂 駿河区登呂３-３ 子ども未来課

直営

指定管理

葵区子育て支援課 葵区追手町５-１
葵区役所２階

-

幼保支援課直営

暮らしや仕事でお困りのか
たや不安があるかた

自室・自宅から出られない等で概ね６か
月以上社会参加ができないかたに対
し、専門的な視点から、相談者にあった
支援を行う

ひきこもりで悩んでいる方や
その家族

静岡市ひきこもり地域支援センターDanDan 駿河区南八幡町３‐１　みなくる内 （特非）サンフォレスト 1,670

葵区暮らし・しごと相談支援センター 葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内

（社）静岡市社会福祉協議会 1,418委託

清水区暮らし・しごと相談支援センター

駿河区暮らし・しごと相談支援センター

28,140委託

福祉総務
課

青少年育
成課

43,520

清水区旭町６-８
清水区役所１階

770

子ども家庭課直営 17,596

清水区渋川二丁目12-1（清水区健康支援課） 515

駿河区曲金三丁目1-30（駿河区健康支援課） 375

葵区城東町24-1（葵区健康支援課内） 405

清水区宮代町１-１　はーとぴあ清水内

駿河区南八幡３-１　みなくる内

利用者支援事業

生活困窮者自立相談支援
事業

清水区蒲原新田１-21-１
蒲原市民センター併設

委託 特定非営利活動法人　子育て支援どろん子

高齢者の保健・福祉・医療・介護等の総
合的な相談

高齢者

委託

212
（人件費含含まず）

2,627

（特非）ひまわり事業団 3,193 13,736

実施方法

認定こども園等やその他子育て支援事
業全般に関する相談・情報提供を行う

０歳から概ね３歳までの乳
幼児及びその親（保護者）

静岡市中央子育て支援センター 葵区呉服町２-１-１
札の辻ビル３，４階

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 814 4,040

子育て支援センター丸子

城東子育て支援センター

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

2,366 30,976

葵区井川1133－２

蒲原子育て支援センター

介護
地域包括
ケア推進本
部

アグネス静岡

城西地域包括支援センター 葵区駒形通四丁目11－15 委託 医療法人社団盈進会 3,829 30,614

安西番町地域包括支援センター 葵区安西三丁目20 委託 医療法人社団盈進会 2,977 30,689

城東地域包括支援センター
（井川窓口）

葵区安東二丁目13－１

城北地域包括支援センター

長尾川地域包括支援センター

賤機地域包括支援センター

服織地域包括支援センター

小鹿豊田地域包括支援センター

蒲原由比地域包括支援センター
（由比窓口）

地域包括支援センター

伝馬町横内地域包括支援センター 葵区音羽町７－18　ＫＧＭビル103号室委託 社会福祉法人　静和会 2,420 31,711

葵区竜南二丁目１－38 委託 社会福祉法人　駿府葵会 2,458 35,609

千代田地域包括支援センター 葵区沓谷六丁目20－１　ル・シエ
ル101

委託 社会福祉法人　静和会 5,508 30,550

葵区瀬名一丁目16－８　ロジュマ
ン21　１－Ａ号室

委託 社会福祉法人　天心会 2,537 28,366

美和地域包括支援センター 葵区与左衛門新田74－６ 委託 社会福祉法人　楽寿会 980 22,800

葵区昭府二丁目７－17 委託 社会福祉法人　楽寿会 1,815 30,615

安倍地域包括支援センター 葵区俵沢38－１ 委託 社会福祉法人　楽寿会 1,209 18,168

葵区羽鳥六丁目４－３ 委託 社会福祉法人　駿河会 3,833 28,184

藁科地域包括支援センター 葵区富沢1542－46 委託 社会福祉法人　駿河会 1,243 21,826

駿河区小鹿一丁目１－24 委託 社会福祉法人恩賜財団　済生会支部静岡県済生会2,341 36,868

八幡山地域包括支援センター 駿河区有東二丁目12－10 委託 株式会社　アクタガワ 1,227 24,517

駿河区根古屋289－１ 委託 社会福祉法人　駿府葵会 1,896 20,435

大里中島地域包括支援センター 駿河区中野新田349－１ 委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 1,630 36,966

大谷久能地域包括支援センター

駿河区登呂五丁目９－22 委託 社会福祉法人　天竜厚生会 3,435 42,447

長田地域包括支援センター 駿河区みずほ二丁目12－７ 委託 社会福祉法人　静和会 2,991 38,372

大里高松地域包括支援センター

駿河区丸子二丁目４－16 委託 社会福祉法人　静和会 2,614 29,438

港北地域包括支援センター 清水区本郷町５－８　セブンスター
マンション１階

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 1,843 34,586

丸子地域包括支援センター

岡船越地域包括支援センター 清水区船越一丁目１－１ 委託 社会福祉法人　恵和会 1,586 30,166

港南地域包括支援センター 清水区渋川三丁目８－27　ヴィラ
エスポワール101

委託 一般社団法人　静岡市清水医師会 2,803 35,318

清水区承元寺町1341 委託 社会福祉法人　清承会 1,637 21,516

両河内地域包括支援センター 清水区和田島688 委託 社会福祉法人　花園会 1,541 19,710

興津川地域包括支援センター

有度地域包括支援センター 清水区長崎新田296－５ 委託 社会福祉法人　恵和会 2,461 43,871

清水区柏尾387－２ 委託 社会福祉法人　清水福祉会 1,318 23,415

松原地域包括支援センター

飯田庵原地域包括支援センター 清水区石川本町５－７ 委託 セントケア中部　株式会社 3,220

清水区蒲原721－４

42,129

高部地域包括支援センター

財源
（補助金等）

地域支援事業交付金
国：38.5/100
県：19.25/100
市：19.25/100

１号保険料：23/100

生活困窮者自立相談支援
事業費国庫負担金

国：3/4
市：1/4

重層的で実施する事業

包括的支援事業のうち、地
域包括支援センターの運

営分

相談支援事業（基幹相談支
援センター等機能強化事業）

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 3,130 34,258

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 3,793 39,266

32 1,700

1,196 12,213

2,383 34,189の一部

清水区由比北田450

清水区宮加三19－１　エルヴァス
Ｂ

12,008

7,187

障がい

幼保支援
課

子ども家庭
課

妊娠期から子育て期に関
する悩みを持つ方

清水子育て世代包括支援センター

駿河子育て世代包括支援センター

葵子育て世代包括支援センター

清水区子育て支援課

葵区城東町24-1
城東保健福祉ｴﾘｱ内

特定非営利活動法人　なのはな 676 3,740委託

駿河区子育て支援課 駿河区南八幡町10-40
駿河区役所２階

地域生活支援事業費等補
助金

国：50/100以内
県：25/100以内
市：25/100

地域生活支援事業費等補
助金

国：50/100以内
県：25/100以内
市：25/100

子ども・子育て支援交付金
国：1/3
件：1/3
市：1/3

相談支援事業（基幹相談
支援センター等機能強化
事業＋住宅入居等支援事

業）

0



○【第３号地域づくりに向けた支援】関係事業等一覧表

＜対象年齢＞

…

【配色ルール】

＜事業概要等＞

資料6-4

シニアサポーター事業

市内65歳以上のシニア世代が
S型デイサービス等で地域貢献
活動をおこなうと、静岡市の地
場産品と交換できるポイントを付
与します。

高齢者 - - 委託 （社）静岡市社会福祉協議会

サポーター
登録者数
6,999人
受入施設
数

848施設

62,608

高齢者の社会参加促進のため
の基礎講話を地域で開催するこ
とにより、ボランティア活動に参
加するきっかけを提供します。こ
れにより。地域に眠っている資源
を掘り起こし、地域人材を活用し
た介護予防・日常生活支援事
業等に結びつけ、地域力の向上
を図ります。

高齢者を対象とした活動
内容

委託 （株）東海道シグマ - 1,005

地域活動予防支援事業
（介護予防に関わる人材育成 ）

介護予防活動について、具体
的な運動（体操）方法や取り組
むための必要な知識を習得する
ための人材育成講座を実施

高齢者 地域リハビリテーション推進センター 静岡市葵区城東町24-1 直営 地域リハビリテーション推進センター 181

　家に閉じこもりがちな高齢者を
対象として、地域の自治会館、
公民館等で、各地区社会福祉
協議会が中心となり、地域ボラ
ンティアによって運営している、
介護予防を目的としたミニデイ
サービスを支援

高齢者

高齢者

(市） 直営

一般介護予
防事業のう
ち、地域介護
予防活動支
援事業

地域包括
ケア推進本
部

地域包括
ケア推進本
部

地域リハビ
リテーション
推進セン
ター

介護保険
課

地域活動支
援センター機
能強化事業

2,129

清水区八木間町478
興津北こども園内

子育て支援センター丸子

生活支援体
制整備事業

71,834

-

子育て支援センターメリーゴーランド

精神保健
福祉課

障害福祉
企画課

地域子育て支援拠点
事業

委託 特定非営利活動法人　よしよし

179

社会福祉　芳明会

葵区上伝馬18－28
小百合キンダーホーム内

北安東子育て支援センター
北安東四丁目29－24
北安東保育園内

委託

社会福祉法人　あゆみ福祉会 185

176

子育て支援センターしずはた
葵区俵沢109－1
賎機こども園内

創作活動、生産活動、社会交
流等の日中活動を通じて、精神
障がい者が日常生活・社会生
活を営むことができるように支援

する。

委託

（特非）静岡光の家補助金交付 1,663

（特非）ゆあマイン 1,684補助金交付

特定非営利活動法人　子育て支援どろん子 635

特定非営利活動法人　なのはな 1,889

子ども未来課 440

精神障害者

静岡中央子育て支援センター

蒲原子育て支援センター
清水区蒲原新田一丁目21－1
蒲原市民センター併設

子育て支援センター小百合

216

35

子ども・子育て支援交
付金
国：1/3
県：1/3
市：1/3

指定管理

指定管理

2,127
（人件費含まず）

（医）リラ 5,015 34,189の一部

子ども未来課 113 2,127
（人件費含まず）

644
116,527
の一部

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

直営

直営

直営

直営

直営

子ども未来課 477

委託

委託

8,227

11,558

地域における
生活困窮者
支援等のため
の共助の基盤
づくり事業

子ども未来
課

8,227

1,809

8,227

8,227

生活困窮者
就労準備支
援事業費等
補助金
国：1/2
市：1/2

2,127
（人件費含まず）

116,527
の一部

2,127
（人件費含まず）

8,227

10,198

8,186

2,127
（人件費含まず）

116

子育て支援センター草薙ふたば
清水区草薙359－6
草薙ふたばこども園内

246委託 社会福祉法人　翼福祉会

委託 社会福祉法人　清水双葉会

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会 10

2,951

515 8,834

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

8,227

分野 事業名

地域活動支援センター

2,852 31,027の一部

介護

S型デイサービス

駿河区富士見台1-16-18

静岡光の家LASC

静岡市支援センターなごやか 葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内

委託 （社）静岡市社会福祉協議会 -

知的障害者

111,117

障がい

生活支援コーディネーター

多様な主体間の情報共有及び
連携・協働による資源開発等を
推進すことを目的に協議体を設
置するとともに、ボランティア等
の生活支援の担い手の養成・発
掘等の地域資源の開発やその
ネットワーク化などを行う「生活
支援コーディネーター」を配置
※第１層は市、第1.5層は区、
　第２層は日常生活圏域

委託はーとぱる 清水区村松原3-14-8 （医）宗美会

委託

子育て支援センターあゆみ
葵区瀬名中央一丁目1－44
あゆみ第2こども園併設

委託

委託

子育て支援センター服織
葵区羽鳥本町25－33
服織中央こども園内

子育て支援センター東豊田
駿河区国吉田六丁目7－29
東豊田中央こども園内

社会福祉法人　杉の子会

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

子ども未来課

委託 株式会社　女性イキイキカンパニー

委託
清水区駒越東町9－7
曙保育園併設

指定管理

城東子育て支援センター
葵区城東町24－1
城東保健福祉エリア内

指定管理

親子で安心安全に遊び、交流
ができる場所を提供し、子育て
の不安や悩みなどの相談対応
や、子育てに関する様々な講座

を開催

０歳から概ね３歳までの乳
幼児及びその親（保護者）

子育て支援センター由比
清水区由比421－20
由比児童館内

地域活動予防支援事業
（支え合い人材養成）

- -

困窮 共助の基盤づくり事業

子ども
地域子育て支援拠点事業
（地域子育て支援センター）

駿河区曲金3-1-30　南部HC内

未実施

子育て支援センターゆめの木
清水区下野町12－68
あいわ保育園内

駿河区八幡二丁目2－2
八幡おひさまの森保育園内

S型デイサービス

地域活動支援センター

共助の基盤づくり

長田子育て支援センター
駿河区上川原13－1
長田児童館内

子育て支援センターよしよし
駿河区曲金三丁目1－5
イトーヨーカドー静岡店１階

子育て支援センターすぎの子
清水区入江一丁目13－30
杉の子保育園併設

子育て支援センターあけぼの

子育て支援センターおひさまの森

身体障害者

子育て支援センター登呂 駿河区登呂三丁目３

葵区呉服町二丁目1－1
札ノ辻ビル３、４階

駿河区丸子二丁目18－32
丸子こども園内

清水中央子育て支援センター
清水区島崎町223
清水テルサ１階

介護

生活支援コーディネーター

障がい

子ども

3 6

地域子育て支援センター

困窮

地域活動予防支援事業
（介護予防に関わる人材育成 ）

地域活動予防支援事業
（介護予防に関わる人材育成 ）

シニアサポーター事業

指定管理

ゆあマイン

静岡市支援センターみらい 31,909の一部

指定管理

駿河区馬淵4-10-18

2,883

施設名

３区

委託

30日常生活圏域

(公社)静岡県精神保健福祉会連合会

実施方法

-

13134の一部

12618の一部

8,227

社会福祉法人　葵会 26 9,542

社会福祉法人　玉桂会

社会福祉法人　愛育会

子ども未来課

所管課受託者等
財源

（補助金等）

（株）東海道シグマ

-

地域支援事
業交付金
国：25/100
県：12.5/100
市：12.5/100
１号保険料
23/100
２号保険料
27/100

地域支援事
業交付金
国：38.5/100

県：
19.25/100
市：

19.25/100
１号保険料
23/100

地域生活支
援事業費補
助金

国：50/100
以内

県：25/100
以内

市：25/100

地域支援事
業交付金
国：25/100
県：12.5/100
市：12.5/100
１号保険料
23/100
２号保険料
27/100

地域支援事
業交付金
国：25/100
県：12.5/100
市：12.5/100
１号保険料

地域支援事
業交付金
国：25/100
県：12.5/100
市：12.5/100
１号保険料
23/100
２号保険料
27/100

重層的で実
施する事業

125

498

396

298

358

事業概要

対象外、または対象外ではないがほぼ事例なし

60 6512 15 20 22 40

介護

主な対象（本人及びその親等を含む）

白

18 80

住所

困窮

障がい

子ども

利用者等件
数

(R1実績)

R3予算額
（千円）

共通

対象外ではないが事例が少ない

対象者

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

主な対象（本人及びその親等を含む）

対象外ではないが事例が少ない

0

・会場数は275か所
・運営業務に関する拠点の設置は委託業務外

・拠点の設置は委託業務外
・相談に応じるが、本来業務ではないため、
件数を集計していない


