
〇地域の相談拠点の拡充による多機関のネットワークの構築

〇「ひきこもり（8050問題）」の総合的な対策の推進

事業番号

①

①

②

●４年後の目指す姿・計画期間の方向性●
主要課題の戦略シートで設定している「4年後の目指す姿」と「計画期間の方向性」を転記し

ています。

４年後の
目指す姿

　複雑化・複合化した課題に対応する地域の相談拠点が拡充するとともに、保健・医療・福
祉・教育等の多機関のネットワークが構築され、ひきこもり等、公的な支援が届きづらい人に
も、必要な支援が提供されている。

計画期間
の方向性

　住民が主体的に、身近な地域課題を解決するための仕組みづくりを推進し、複合化・複雑化した世帯
の課題に、関係機関が連携して対応する相談支援体制を構築します。

　複合的な要因による「ひきこもり（8050問題）」に対応するため、予防から支援まで、多様な相談窓
口や関係機関の連携による一元的な支援体制を構築し、課題の早期発見や、個々の状況に沿った適切な
支援につなげます。

事業費（令和３年度）　上段：実績　下段：当初予算

1　どのような事業で・何をしたか（実績）
戦略シートの課題の解決手段として紐づけた計画事業について、「何をしたか」「何がどうなった

か」を記しています。

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019)

198 165

令和４年度進行管理　戦略点検シート
◎基本政策 ２　健康で安心な生活基盤の整備

主要課題 No. 20 地域共生社会を目指した総合的・包括的な相談支援体制の整備

０ 昨年度の施策の方向性（昨年度の点検における「４ 今後どのように進めていくか」）

　「多機能な居場所」については、感染症対策を踏まえつつ、運営の中で支障が生じた事案の解決に向けた諸調整を行い、既存団
体が順調に運営できるようサポートしていきます。また、今後の新たな居場所の開設については、感染拡大状況や地域のニーズ等
に応じて検討します。
　加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により課題を抱えた生活困窮者に対する継続的な支援のあり方について、小地域福祉
活動の中で検討していきます。
　ひきこもり対策の推進については、高齢者あんしん相談センター等との連携体制を強化するため、研修を行うとともに、8050問
題の相談の入口で支援に関わった支援者が、支援事業者等と並行して伴走支援を行います。
　また、親亡き後の生活の相談等にも対応するため、有資格者による生活資金の計画に関する相談の実施について検討するほか、
就労に限らない多様な社会参加や、就労を希望するひきこもり当事者が就労しやすい中間的就労の場を広げる取組を行っていきま
す。
　ヤングケアラーについては、関係機関の連携強化と支援体制の構築等の検討を進めるとともに、関係者の理解促進を図り、当事
者を早期に把握し適切な支援につなげます。

7
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「多機能な居場所」の活動支援 箇所 3 5 7

事業名称 所管課 事業の持つ役割 事業費(千円)

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

地域づくり推進事業 福祉政策課
住民が主体的に身近な地域課題を解決する仕組
みや、関係機関と連携した相談支援体制を構築
する。

16,050千円

(17,911千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

144 100

地域福祉コーディネーターの配置 人 8 10 10 10

199

ヤングケアラー支援に向けた連
携推進事業

福祉政策課・子ども家
庭支援センター・教育
センター等

ヤングケアラーの相談・支援体制を整備、
強化する。

－

－

主な取組実績 単位

72

小地域福祉活動の推進 福祉政策課
住民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。

23,823千円

(27,545千円)

地域福祉コーディネーターの個人支援の新規件数 件

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021)

＜R4年度からの新規事業のため、R3年度実績なし＞

R4(2022) R5(2023)

― ― ― ―

― ― ― ―



①

②

③

82

文京区版ひきこもり総合対策（旧
事業名： STEP～ひきこもり等自立支援事業
～）

生活福祉課
ひきこもり状態にある人やその家族の自立
を促進する。

12,339千円

(11,911千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

ひきこもり支援（STEP事業）利用件数 件 721 961 959 1,217

家族支援事業数（講演会、茶話会、個別相談会） 回 9 8 3 12

ひきこもり支援センター（相談件数） 件 ― ― 88 124

●特記事項（実績の補足）

２　社会ではどのような動きがあったか

　　（社会環境等の変化）

人口の増減や、国や都の動きなど、主要課題の背景に関して「何があったか」「今後予想され

る」等の社会の変化を捉えています。

チェック チェック項目

　生活困窮状態にあるひきこもり当事者からの相談については、自立相談支援事業の相談員と連携し、
精神保健福祉士が定期的な面談を行いました。

R3(2021)
　自立相談支援機関の精神保健福祉士や相談員が、ひきこもり支援センター等と連携して、ひきこもり
当事者の状況に応じたアウトリーチ支援を含む相談支援を行いました。

83

生活困窮者自立支援相談事業 生活福祉課
ひきこもり状態にある人やその家族の自立
を促進する。

137,412千円

(59,412千円)

主な取組実績

R1(2019)
　令和２年度から実施する「文京区版ひきこもり総合対策」に向けた体制強化として、精神保健福祉士
の配置について、委託事業者と検討・調整を行いました。

R2(2020)

無 主要課題に関連する法改正があった（今後、法改正がある）

有 主要課題に影響を及ぼす変化等があった（今後、変化等の可能性がある）

　国は、ヤングケアラーの実態把握として、令和３年５月に中高生、４年４月に児童・大学生の全国実態調査の報告
を発表するとともに、４年度からヤングケアラー支援体制強化事業を新設しました。４年度からの３年間をヤングケ
アラー認知度向上の集中取組期間とすることが示されています。
　国の「ひきこもり支援に関する関係府省横断会議」が開催され、ひきこもり支援関連施策がまとまり、ひきこもり
支援の充実と推進を図るための予算が拡充されました。



〇地域の相談拠点の拡充による多機関のネットワークの構築

〇「ひきこもり（8050問題）」の総合的な対策の推進

　「多機能な居場所」については、地域福祉コーディネーターが運営団体からの相談を受けたり、団体同士の情報交
換の場を設けて支援を行うことで、コロナ禍においても、長期にわたって中断することなく、居場所や身近な相談機
能を継続することができました。特に、コロナ禍においては、在宅勤務等により、自宅が閉塞的な空間となることで
居場所を失った方の受け皿となるなど、地域における相談機能として役割を果たしています。令和４年度中の新たな
１か所の開設に向けて、地域の関係者や運営団体等への支援・調整を図っていく必要があります。
　また、孤立や生活困窮等、複合的な課題を抱えた方に対しては、地域の居場所等において、地域福祉コーディネー
ターが継続した支援を行っています。
　ヤングケアラー支援については、ヤングケアラーに気づき適切な支援につなげるため、支援者向けリーフレットを
作成の上、福祉・介護職員、教員等に対し、研修等により理解の促進を図るとともに、関係者連絡会等を通し支援の
あり方を検討していきます。

　ひきこもり支援に関わる事業の継続性を重視し、コロナ禍においても、茶話会（ひきこもり家族会）や講演会、研
修を実施し、ひきこもり状態にある人やその家族の自立を促進しました。
　また、ひきこもり支援従事者連絡会を開催し、各支援機関の支援内容等の共有や8050問題といったケース等、複合
的な課題を含む事例についての意見交換などを行うことで、支援連携の強化を図りました。さらに、事業者とも調整
しながら、就労を希望する当事者の中間的就労の場を広げるほか、有資格者による生活資金の計画に関する相談も実
施していきます。
　引き続き、8050問題への対応や、不登校からひきこもり状態となる若年層への対応が必要です。

●地域福祉コーディネーターの活動実績 ●ひきこもり支援センターの相談状況と連携先

３　成果や課題は何か（点検・分析）
1と２に基づき、計画期間の方向性ごとに「課題解決にどのような成果があったか」「成果が出ない要

因は何か」「新たな課題が生じてないか」などを点検・分析します。

生活福祉課 4

学習支援事業関係機関 4

保健サービスセンター 3

STEP 20

高齢者あんしん

相談センター
5

東京しごとセンター 2

その他 7

４　今後どのように進めていくか（展開）
３を踏まえ、「何の対応が必要か」「何をどのようにしていくか」など、次年度以降の戦略としての

進め方を記しています。

教育センター 3

自立相談支援機関 2

障害者基幹相談

支援センター
2

　多機関のネットワークの構築に向け、「多機能な居場所」については、引き続きコロナ禍においても地域のニーズ
等に応じた継続的な居場所の運営ができるよう、地域福祉コーディネーターが既存団体等からの相談に応じていきま
す。
　また、「ヤングケアラー」については、適切な支援につなげることができるよう、研修等を通して接点のある関係
者の理解の促進を図るとともに、支援体制を整え、連携を強化していきます。
　「ひきこもり対策の推進」については、高齢者あんしん相談センターや地域生活支援拠点等と連携の上、地区ごと
の事例を検討し課題を共有することで、ひきこもり当事者の状況等を把握した支援従事者が、適切にひきこもり相談
につなげられる体制を構築します。さらに、不登校からひきこもりになることを防ぐため、学校の保健主任やスクー
ルカウンセラーにひきこもり支援に関する研修を実施するなど、引き続き8050問題や若年層への対応を図っていきま
す。
　加えて、ひきこもり当事者の方の中には、自分の状況が知られることを警戒し、居住する自治体の相談支援を回避
する方もいることから、近隣自治体との広域連携支援も行っていきます。

【相談状況】
【連携先】
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199 ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業 福祉政策課・子ども家庭支援セン
ター・教育センター等 レベルアップ

81 地域づくり推進事業 福祉政策課 継続

72 小地域福祉活動の推進 福祉政策課 継続

５　次年度、事業をどうするか（事業の見直し）
４を踏まえ、主要課題に紐づけられている個々の計画事業の次年度の検討の方向性を「継

続」「レベルアップ」「見直し・縮小」「事業終了」「計画変更」で記します。

事業番号 計画事業名 所管課 次年度の方向性

82 文京区版ひきこもり総合対策 生活福祉課 継続

83 生活困窮者自立支援相談事業 生活福祉課 継続


