
臼杵市における現状と

これからの多職種・多機関協働のカタチ

～令和４年度 うすきプラットフォームについて～

令和４年4月19日(火)

うすきプラットフォーム趣旨説明



国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成30（2018）年推計）に基づいて試算

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

総人口 38,748 35,907 32,961 30,030 27,103 24,194 21,508 

【世代別の人口推移】 【世代別の構成比率】

〇 2025年には、第一次ベビーブーム世代（1947～1949年生）、いわゆる“団塊の世代”が後期高齢者（75歳）の年齢に達します。

〇 2040年には、第二次ベビーブーム世代（1971年～1974年)が前期高齢者（65歳）に達します。

〇 2025年以降、後期高齢者の急増はやや緩やかになりますが、85歳以上人口の割合は増加していきます。 人口減少の課題に加え、
85歳以上人口の増加と15～64歳の生産年齢人口の急減を踏まえた施策の展開が求められます。
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臼杵の将来人口推計について
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参考

2
出典：地域福祉計画策定ガイドラインより抜粋

① 様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業、農林水産、土木、
防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画、多文化共生等）との連携に関する事項

② 高齢、障害、子ども・子育てなどの各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項

③ 制度の狭間の問題への対応の在り方

④ 生活困窮者のような各分野横断的に関係する相談者に対応できる体制

⑤ 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

⑥ 居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方

⑦ 就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方

⑧ 自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方

⑨ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護
の在り方

⑩ 高齢者や障害者、児童への統一的な虐待への対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護者が抱えている課題にも着目した支
援の在り方

⑪ 保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方

⑫ 地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用

⑬ 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための圏域と、各福祉分野の圏域
や福祉以外の分野の圏域との関係の整理

⑭ 地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起を視野に入れた寄附や共同募金等の取組の推進

⑮ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携体制

⑯ 全庁的な体制整備

福祉分野が共通して取り組むべき事項の例について

〇 平成30年４月の社会福祉法（昭和26年法律第45号）の一部改正により、地域福祉計画の策定が努力義務となり、「地域における
高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」と
して位置付けられました。

〇 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のため
に必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を
設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。



日頃の「気づき」が多様な経路から相談につながり、分野や立場を超えて関係者全体が「一つのチーム」として
機能し、人口減少が進んでも「安心して、心豊かに暮らせる臼杵市」を目指す。

「うすきプラットフォーム」を起点とした多機関・多職種連携の強化について
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各分野ごとに中核を担う相談支援機関

【子ども子育て分野】
ちあぽーと

【困窮者支援分野】
臼杵市社協

【高齢分野】
地域包括支援センター

事業者・支援機関

【障がい分野】
臼杵市福祉課

各種団体

多様な相談経路から生活上の課題をキャッチアップ
（日常生活、日頃の交流、出前講座 …等）

民生・児童委員

本人、家族

医療機関

・臼杵市福祉課
・臼杵市高齢者支援課
・臼杵市子ども子育て課
・臼杵市保険健康課
・臼杵市市民課
・その他の関係各課

・臼杵市医師会
・地域包括支援センター
・臼杵市社会福祉協議会
・市民後見センター
・ハローワーク
・社会福祉法人

地域住民（住民活動）

支援に困難さを抱える事例

※ 分野を超え、どこに相談しても、適切な支援に
つながっていく体制づくりを目指し、課題共有、
事例検討、ネットワーク強化、デジタル化、支援
関係者の拡張等を推進する

連携

連携

うすきプラットフォーム
円滑な多機関・多職種協働を目指す会議体

・若者支援団体
・グリーンコープ
・ワーカーズコープ
・その他支援関係機関

…等

後方
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後方
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・生活上の課題の把握

・健康の増進

・社会参加の推進

・リスクへの備え（予防）

※ 災害、疾病、介護…

分野間の調整に困難さを抱える事例

全体に共通する目的意識

・人材の育成、確保

・複合的な課題の解決

・伴走できる支援体制

・地域の持続可能性 等



求められる連携 取組の方向性

地域課題の共有

各分野が抱えている課題や活用できる資源等について、分
野横断的に把握する。また、把握した情報を地域や団体等
にフィードバックしていく。（人材の育成と確保、地域へ
の働きかけ）

事例検討の実施
複合化・複雑化した課題についての事例を検討し、個人や
世帯を支えていくためのスキルアップに取り組む。

支援機関のネットワーク化
（関係性の構築）

どこに相談があっても必要な支援につながる体制を目指す
とともに、支援者支援を重視し、分野横断的な支援の展開
を目指す。（支援者の負担軽減、災害等への備え）

デジタル化に向けた取組
専門職の人材不足を補うため、効率的な支援を提供するた
めのデジタル化を推進する。（メールやSNS等の活用、対
外的なプロモーション）

支援関係者の拡張
（情報共有・発信の効率化）

地域住民や民間企業など支援関係者を増やしていけるよう
アプローチの方策検討や情報等のフィードバック等を展開
していく。（チームビルディング、政策形成の効率化）

○ 人口減少、少子高齢化に伴う生産年齢人口の急減は避けられず、社会や価値観等の変化に伴って個人や世帯が抱えやすくなってい

る複合化・複雑化した課題への支援ニーズに対応し続けるための体制整備が急務と言える。

○ 世代や属性ごとに整えられてきた制度を延伸していくことには限界があり、これまで以上に多機関・多職種の協働体制を強化する

ことで持続可能な支援体制の構築を目指していく。

○ 専門分野や職種等の立場を超え、臼杵市の現状を捉えて将来を見据えながら、一緒に考えていくプロセスを共有（参画と協働）で

きるプラットフォームを形成する。

変化していく地域を支えるための多職種・多機関での「参画と協働」のさらなる強化

子ども
子育て

高齢者

障がい

世代ごとの制度・施策

生活
困窮

多機関・多職種連携のイメージ

個人や世帯を取り巻く

環境に働きかけるための

分野横断的な協働体制

属性ごとの制度・施策
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日時 内容（案）

令和4年4月19日（火）15時～
・趣旨説明「臼杵市の現状とこれからの多職種・多機関協働のカタチ」
・参加者による自己紹介
・年間スケジュール（案）について

令和4年5月17日（火）15時～
・情報交換（それぞれの取組等を共有）
・「ヤングケアラー」をテーマにした協議（現状の共有と協働できる支援体制について）

令和4年6月21日（火）15時～
・情報交換
・「地域コミュニティ」をテーマにした協議

令和4年7月19日（火）15時～
・情報交換
・事例検討会：複雑化・複合化した課題への対応 ①

令和4年8月16日（火）15時～
・情報交換
・「障がい(児)者を取り巻く環境」をテーマにした協議

令和4年9月20日（火）15時～
・情報交換
・「高齢者を取り巻く環境」をテーマにした協議

令和4年10月18日（火）15時～
・情報交換
・「医療とヘルスアップ」をテーマにした協議

令和4年11月15日（火）15時～
・情報交換
・「若者サポートと困窮者施策」をテーマにした協議

令和4年12月20日（火）15時～
・情報交換
・「消費者被害と成年後見」をテーマにした協議

令和5年1月17日（火）15時～
・情報交換
・「デジタルトランスフォーメーション」をテーマにした協議

令和5年2月21日（火）15時～
・情報交換
・事例検討会：複雑化・複合化した課題への対応 ②

令和5年3月22日（水）15時～
・情報交換
・次年度のスケジュール（案）について検討

令和４年度うすきプラットフォームの年間スケジュール案について

〇 本プラットフォームは、分野を超えた多機関・多職種の支援関係者が集い、臼杵市の課題を共有しながら、方向性をともにし、
さらなる円滑な関係づくりを目指して開催いたします

〇 内容（案）については、ご参加いただく皆様からのご意見等を踏まえながら、適宜調整を行います

〇 また、このプラットフォームで共有した情報については、後日、電子媒体の資料等を共有いたしますので、各機関や組織等で
の内部共有をお願いいたします
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