
山形県地域福祉推進計画（第４期）の進捗状況（令和元年度）

≪第１章 地域福祉を支える人づくり≫

項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 趣　旨 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

1-(1)、2-(2)

人が困っているとき、進
んで助ける児童生徒の割
合
（義務教育課）

小学校
　　　　　８６．４％

中学校
　　　　　８７．２％

小学校
　　　　８８．０％

中学校
　　　　８８．０％

小学校
　　　　９０．０％

中学校
　　　　９０．０％

お互いのよさを認め
合い、他者を思いや
る心を育てていきま
す。

※全国学力・学習状況
調査の質問項目から削
除され、データ無し。

・“教育山形「さんさん」プラン”による、学習と生活が
一体となった教職員によるきめ細かな指導の推進
・「学校教育指導の重点」への掲載、「いのちの教育
総合推進事業」の実施などによる、道徳教育・人権教
育の充実
・「いじめ・不登校未然防止推進事業」による、生徒の
「居場所づくり」「絆づくり」の推進

・“教育山形「さんさん」プラン”により、学
習と生活が一体となった教職員によるきめ細か
な指導の推進
・道徳教育・人権教育の充実
・いじめ・不登校の未然防止の推進

1-(2)

男女共同参画センターエ
ンパワーメントセミナー
（チェリア塾）の修了生
総数
（若者活躍・男女共同参
画課）

３７１人 ４６０人 ５２０人 地域の多様な分野で
活躍する女性人材の
活用を推進します。

４３０人 ・男女共同参画に関する基本的な知識と考え方
を身につけ、地域で男女共同参画社会づくりを
推進するために、地域社会の課題を捉え、問題
解決に向けて行動できる女性リーダーの育成に
向け、基本コースを置賜地域（18名）で、実践
コースを庄内地域（12名）でそれぞれ実施

・「チェリア塾」修了生の今後の活動を促進す
るため、修了生を県男女共同参画推進員として
活用するとともに、修了生同士のネットワーク
化を推進

2-(1)
心のバリアフリー推進員
養成数
（累計：2016(H28)年度
～）
（障がい福祉課）

７９８人 ２，０００人 推進 民間事業者等におい
て、障がいを理由と
する差別の解消に中
心的な役割を担う心
のバリアフリー推進
員を養成します。

１,９２７人 ・障がいを理由とする差別の解消を目的に、民
間事業所等で差別解消の取組の中心となる心の
バリアフリー推進員の養成に向けて、４地域の
ブロック研修及び、出前研修を実施した〔推進
員448人（累計1,927人）養成〕。また、推進員
向けに活動の手引きを作成・配布し、差別解消
に向けた普及啓発の支援を行った。

　引き続き、「心のバリアフリー推進員」の養
成事業、法人等との協働普及啓発事業など、県
民の理解促進のための事業を実施していく。

3-(2)
福祉人材センターの紹介
状を通した就職件数
（累計：2015(H27)年度
～）
（地域福祉推進課）

４１７人 ６８５人 ９１５人 福祉分野の人材不足
を解消するため、福
祉分野の職業定着、
確保に努めます。

７４４件 ・インターネットを活用し求人・求職情報等を
迅速に提供するとともに、求職者との面接会や
施設見学会等、きめ細かな就業支援を実施し
た。
・目標達成に向け、今後も継続して人材確保に
取り組んでいく。

・求人と求職のマッチング強化のため、ハロー
ワーク等の関係機関と連携を強化し、広域的な
福祉人材確保対策を推進する。
・ニーズに即した職場内研修等により人材の定
着を図る。

5-(1)
ボランティア活動の行動
者率
（消費生活・地域安全
課）

３２．１％
2016(H28)年

４０．０％ 推進 県民がボランティア
に参加しやすい環境
づくりを進め、ボラ
ンティア活動に参加
する人の割合を増や
していきます。

―
2020(R2)年調査予定

・ホームページを活用し、ＮＰＯ自らによるボ
ランティア募集情報の掲載など情報発信の充実
を図った。

・県民がボランティアに参加しやすい環境づく
りを進め、ボランティア活動に参加する人の割
合を増やしていきます。

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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≪第２章 福祉サービスの基盤づくり≫

項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

1-(2)
福祉サービスの第三者評
価事業の受審件数（累
計）
（地域福祉推進課）

４９件 ６０件 ６９件 　福祉サービスの第
三者評価に関する評
価調査者の養成や評
価機関等の整備を進
めるとともに、福祉
サービス事業者の受
審を促進します。

６０件 ・３年に一度の受審義務がある社会的養護施設
の受審のほか、任意の受審を呼び掛けた。
・目標達成に向け、今後も受審促進に取り組ん
でいく。

・県と評価機関との連携により、受審促進の方
法等を検討する。
・社会的養護施設の受審について、施設への啓
発を引き続き実施する。

2-(1)
日常生活自立支援事業実
利用者数
（地域福祉推進課）

７７９人 ９１７人 １，００９人 認知症の高齢者等が
地域で安心して生活
を送れるよう、日常
生活自立支援事業を
推進します。

８６６人 ・家庭裁判所や弁護士会など、福祉サービス利
用援助事業に関わる関係機関との連絡会議を開
催し、連携・調整を図った。
・従事職員研修・セミナーの開催により職員の
実践力強化を図った。

・成年後見制度との連携を促進するため、市町
村社協との連携を図る。

2-(3)
生活支援コーディネー
ターの資質向上に向けた
研修受講者数
（累計：2016(H28)～）
（長寿社会政策課）

８４人 ２３４人 ３３４人 多様な主体による多
様なサービスの提供
体制整備の中心を担
う「生活支援コー
ディネーター」の資
質向上を図ります。

２３６人 ・生活支援コーディネータースキルアップ研修
会を開催し、協議体を運営するために必要な
ファシリテートやコーディネート能力の向上を
図った。
・生活支援コーディネーター情報交換会を県内
４地区で開催し、生活支援コーディネーター同
士のネットワークの構築を図った。

・引き続き、研修会を開催し、資質向上を図っ
ていく。

2-(3)
サービス付高齢者向け住
宅の供給量
（建築住宅課）

１，３６９戸 １，５６３戸 推進 ライフスタイルやラ
イフステージに応じ
た適切な立地や環境
の住宅に居住できる
環境整備として、
サービス付高齢者向
けの住宅の供給に努
めます。

１，４７７戸 ・サービス付き高齢者向け住宅については、令和元
年度末で１，４７７戸が登録済みであり、着実に整備
が進んでいる。

・サービス付き高齢者向け住宅については、整備事
業者への補助制度の情報提供や指導を通じ適切な
供給・運営を確保していく。

2-(3)
障がい者グループホーム
の利用者数
（年度末時点の利用者
数）
（障がい福祉課）

１，２８２人 １，５４７人 推進 障がい者の地域生活
への移行を進めるた
め共同生活援助（グ
ループホーム）の
サービスを確保して
いきます。

１，３９２人 ・障がい者の地域生活への移行を推進するため、国
庫補助事業（社会福祉施設等施設整備費補助金）を
活用しグループホームの施設整備を促進

・引き続き障がい者の地域生活への移行を推進する
ため、国庫補助事業を活用した受け皿の整備を推進

2-(4)
デマンド型交通システム
年間延利用者数
（総合交通政策課）

１３１千人 １３３千人 １３５千人 　デマンド型交通の
新規導入と利用の促
進を図ります。

１４４千人 ・Ｒ１年度は、新規導入する市町村はなかった
が、前年度と比較し、一部市町村でのデマンド
型交通の利用者数が増加したため、全体的な利
用者数が増加した。

・引き続き、デマンド型交通の利用促進を図っ
ていく。

3-(1)
子育て世代包括支援セン
ターを設置する市町村数
（母子保健コーディネー
ターを設置する市町村
数）
（子ども家庭課）

２１市町村 全市町村 全市町村 市町村における、妊
産婦や子育て家庭を
対象に相談支援を行
う拠点「子育て世代
包括支援センター」
の設置を促進しま
す。

３５市町村 ・子育て世代包括支援センターに配置される母
子保健コーディネーターや市町村保健師を対象
に人材養成研修を行った。

・市町村の子育て世代包括支援センターに配置
されている母子保健コーディネーターの人材養
成や支援技術のスキルアップを目的とした研修
等の実施により、市町村の支援体制の整備を支
援していく。

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

3-(1)
地域包括支援センター現
任職員研修受講者数
（累計：2015(H27)～）
（長寿社会政策課）

１８０人 ３４８人 ４６０人 幅広い相談内容に適
切に対応するため、
地域包括支援セン
ター職員の資質向上
を図ります。

３８１人 ・地域包括支援センター現任職員研修を３回開
催し、講義・演習、情報交換により、職員の資
質向上を図った。

・引き続き、研修会を開催していく。

3-(1)
障がい者地域生活支援拠
点等を整備する市町村数
（市町村間の連携による
整備を含む）
（障がい福祉課）

０市町村 全市町村 全市町村 県内市町村における
地域生活支援拠点の
整備を推進します。

０市町村 ・地域生活支援拠点等設置に係る研修会を開催
し、各市町村担当者における拠点の役割・効果
等に関しての理解を深め、設置を促進

・継続して各市町村に対し設置を促進するとと
もに、自治体間のコーディネートを実施

3-(1)
包括的な相談支援窓口を
設置する市町村数
（地域福祉推進課）

７市町村 ２０市町村 全市町村 県内市町村における
包括的な相談支援体
制の整備を促進しま
す。

１２市町村 ・すでに設置している市町村の情報を共有し、
県内市町村に包括的な相談支援窓口の設置を促
進

・未設置の市町村に対し設置促進を継続

3-(3)
がん地域連携クリティカ
ルパスの運用件数
（年度末時点）
（健康づくり推進課）

１，０５０件 推進 ２，０００件 切れ目のない医療を
提供するため、がん
地域連携パスの運用
件数を増やしていき
ます。

１，５３８件 県がん診療連携協議会地域連携パス部会の開催
により、パスの運用実績や課題を各病院間で情
報共有

パス部会を定期的に開催し、パスの改善や運用
課題の情報共有を継続実施

3-(3)
医療的ケア児支援のため
の関係機関の協議の場の
設置
（障がい福祉課）

　　　　　０ 全市町村 県、全圏域及び
全市町村に各１

保健、医療、障がい
福祉、保育、教育等
の関係機関等が連携
を図るための場を県
及び各圏域に設置し
ます。

２７市町村 県及び各圏域において協議の場を設置するとと
もに、各市町村に対して協議の場の設置を促進

未設置の市町村に対し、設置促進を継続

4-(1)
がん相談窓口における相
談受理件数
（健康づくり推進課）

３，９０８件 推進 ７，４００件 相談窓口の周知、相
談員の資質向上に努
め、がんに関する
様々な不安や悩みに
ついて相談支援の充
実を図ります。

５，４１８件 ・病院、がん総合相談支援センター、県のホー
ムページでがん相談窓口の情報を提供
・健康フェアでがん相談窓口の周知啓発
・相談員のスキルアップ研修会を開催により、
相談支援機能が充実

・ホームページ、メディアの広報媒体等を活用
した相談窓口の情報提供の充実を推進
・相談員のスキルアップ研修会、連絡会議の開
催等を継続し、相談員の資質向上に尽力

4-(1)
県民相談相互支援ネット
ワーク会議の開催回数
（広報相談課）

年１回 年１回 年１回 社会情勢や県民意識
の変化等に伴う相談
業務の多様化、複雑
化に適切に対処でき
るよう、各種相談機
関・団体との連携を
強化します。

令和元年６月17日開催 ・会議の開催により、加盟機関、団体との連携
が強化。
・加盟機関、団体の協力により、広報用の窓口
（電話）一覧チラシを作成、配布。

　今後も、相談窓口の充実強化に努めると
ともに、各種相談機関・団体との連携を強
化する。

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

4-(2)
高齢者虐待対応窓口職員
向け研修の受講者数
（累計：2015(H27)年度
～）
（長寿社会政策課）

２３０人 ４４０人 ６０５人 高齢者の虐待対応に
あたる職員の資質向
上を図ります。

３６１人
～H29　２３０人

H30　６５人
R1　６６人

・高齢者の虐待対応にあたる職員の資質向上を
図るため、高齢者虐待防止情報交換会（初任者
研修・現任者研修）を実施した。
・H30年度の高齢者虐待件数は前年に比べ、概ね
横ばい傾向にあるので、引続き研修を実施が必
要

・引き続き、高齢者の虐待対応にあたる職員の
資質向上を図るため、研修を実施。

4-(3)
生活困窮者自立支援制度
における任意事業に係る
未実施地域の解消
（地域福祉推進課）

　町村部を担う県の
ほか６市で実施

　町村部を担う県の
ほか８市で実施

　町村部を担う県の
全13市で実施

県内各地域で必要な
支援が受けられるよ
う、任意事業の実施
について、未実施地
域の解消を図りま
す。

　町村部を担う県の
ほか９市で実施

・県が実施主体となる町村部については、4地域
全てで事業実施体制を整備した。
・任意事業の広域的実施に向けて未実施市を支
援するため、県事業を利用できる制度を設けた
結果、９市に増加した。

・市部を含めた県内全域での支援体制の整備を
引き続き推進する。事業未実施の市に対する情
報やノウハウの提供等を行う。

4-(4)
子どもに対する学習支援
等が実施されている市町
村数
（子ども家庭課）

３２市町村 全市町村 全市町村 市町村における学習
支援の取組を推進し
ます。

３２市町村 経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学
習を十分に行うことができない子どもに対して
学習支援を行う市町村に対し支援を行い、３２
市町村が学習支援を実施した。

・引き続き、事業に取り組む市町村を支援し、
子どもに対する学習支援を推進する。

4-(6)
公営住宅の供給
（累計：2016(H28)年度
～）
（建築住宅課）

２，７４６戸 ４，５００戸 推進 低額所得者世帯に対
する入居機会を確保
します。

６，２７４戸 ・公営住宅の新規整備・建替え・入居者退去に
より、H31年度は県営住宅と市町村営住宅を合わ
せて１，７７６戸の空き住戸を供給。
H28年度～H31年度累計の供給戸数は６，２７４
戸と、中間年度であるH32年度目標戸数を達成し
た。

・引き続き、公営住宅の新規整備・建替え・入
居者退去による空き住戸を供給し、低額所得者
世帯に対する入居機会を確保していく。

4-(7)
自殺死亡率
（人口10万対）
（地域福祉推進課）

１９．２
2017(H29)年

１７．０以下
2020(H32)年

１６．０以下
2022(H34)年

自殺死亡率の低減に
向けて総合的な自殺
対策を推進します。

１８．２（速報値） ・本県の自殺対策に関する現状と課題、施策の
方向性を明確にし、平成30年3月に策定した「い
のち支える山形県自殺対策計画」に基づき総合
的な自殺対策の取組みを推進した。

・本県の自殺死亡率は、依然として全国と比べ
て高いことから、引き続き自殺死亡率の低減に
向けて対策を推進する。

5-(1)
バス事業者におけるノン
ステップバス導入率
（総合交通政策課）

６７．４％
2016(H28)年

７０．０％ 推進 国と県の補助により
事業者におけるノン
ステップバスの導入
を推進します。

６８．８％ ・Ｒ１年度はバス事業者における車両の新規購
入がなかった。

・引き続き、国県協調補助による事業者のノン
ステップバス導入を推進します。

5-(1)
高齢者（65歳以上の者）
が居住する住宅のバリア
フリー化率
（一定のバリアフリー
化）
（建築住宅課）

４４．６％
2013(H25)年

推進 ７０．０％
2023(H35)年

「２か所以上の手す
りの設置」又は「屋
内の段差解消」のい
ずれか一方を満たす
住宅の整備を支援し
ます。

４５．９％
2018（H30)年

・バリアフリー化を図る住宅リフォームの支援
として、補助事業を実施。
H31バリアフリー化工事実績：1,738件

・引き続き補助事業を継続。

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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≪第3章 県民が安心して暮らせる地域づくり≫

項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

1-(1)
住民主体による地域づく
りに係る活動拠点数
（移住・定住推進課）

４０拠点
2016(H28)年

２００拠点 ２００拠点以上 住民自らが地域課題
解決に取り組む拠点
づくりを促進しま
す。

２０２拠点 地域づくり支援プラットフォームによる地域づくり支援
アドバイザーの派遣や他部局で実施している取り組
みにより、様々な形での地域活動拠点が開設

アドバイザー派遣による支援やセミナー等による地域
づくり人材の育成を図るとともに、各部局において地
区の課題に応じた拠点設置を推進

1-(1)
地域福祉計画の策定して
いる市町村数
（地域福祉推進課）

２９市町 ３２市町村 全市町村 市町村における地域
福祉推進計画の策定
を促進します。

３０市町
（H31.4.1現在）

・県地域福祉推進計画に地域福祉計画策定ガイ
ドラインを掲載し、市町村計画の策定を支援

・未策定の市町村に対し策定促進を継続

1-(1)
総合型地域スポーツクラ
ブが行う活動への参加者
数
（スポーツ保健課）

２１，３００人
（想定値）

増加させる 増加させる 活動への参加者を会
員に限定することな
く、子どもから高齢
者まで幅広い参加を
促進します。

３０，６０３人
（H30.7月現在）

・高齢者介護予防事業の受託が安定してきてお
り、会員外の参加者数が増加

・これまで力を入れてきた高齢者介護予防事業
と放課後子ども教室の委託事業を安定・拡大す
るとともに、新たな連携先を模索

1-(1)

住民主体の高齢者見守
り・生活支援拠点数
（長寿社会政策課）

３５箇所 １００箇所 １００箇所 住民主体の高齢者見
守り・生活支援拠点
の立ち上げを支援し
ます。

８４箇所 ・福祉型小さな拠点の立上げ経費を助成。
令和元年度補助実績　９か所

・拠点数の増加のため、助成を継続していく。

1-(2)
障がい者の委託訓練修了
者における就職率
（雇用対策課）

４１．４％ 推進 ５５．０％ 就職や雇用の継続に
必要な知識・技能に
ついての訓練を実施
し、障がい者の就職
を促進します。

４５．５％ ・民間教育訓練機関や事業所に委託し職業訓練
を実施。
・訓練修了後、就職につなげられるよう、引き
続き、関係機関と連携して取り組んでいく必要
がある。

・引き続き関係機関と連携しながら、訓練を実
施していく。

1-(3)
住民主体の高齢者の通い
の場の箇所数
（長寿社会政策課）

４７２箇所 ５５０箇所 ６１０箇所 住民主体の高齢者の
通いの場の拡大・充
実を支援します。

１，５８８箇所 ・通いの場の箇所数及び通いの場での体力測定
の有無等の調査
・とりまとめた調査結果の情報提供
・市町村担当者を対象にした通いの場に関する
情報交換会の実施
・市町村担当者を対象にした「通いの場を含め
た介護予防」に関する講演の実施

・市町村による通いの場の創出数拡大と創出さ
れた通いの場が継続されるよう市町村支援に努
める。

1-(4)
地域において公益的な取
組を実施する社会福祉法
人の数
（地域福祉推進課）

３３法人 １２５法人 全法人 社会福祉法人の地域
における公益的な取
組を促進します。

１３２法人 ・市等の所轄庁を通じ、地域おける公益的な取
組を行う法人数の増加に向けて、指導監査等を
通じ、周知や適正実施等の支援を実施

・今後も、所轄庁による指導監査等を通じ、取
組の周知と適正実施に努める。

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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項　目 策定時現状 中間年度 目標年度 実績 主な取組及びその評価 今後の推進方向
2017（H29年度） 2020（R2年度） 2022（R4年度） （R1年度）

2-(1)
自主防災組織率
（防災危機管理課）

８９．５％
2018(H30).9.1

９５．０％ ９５．０％以上 要配慮者の避難支援
に大きな役割を担う
自主防災組織率の向
上を推進します。

９０．６％
R2.4.1

・自主防災アドバイザーの派遣
・防災資機材購入の支援
・自主防災組織率90.6%（R2.4.1現在、前年度比
+1.1%）

・引き続き自主防アドバイザー派遣等の取組み
を継続

2-(1)
避難行動要支援者名簿策
定率 ①名簿、②個別計
画
（防災危機管理課）

①９４．３％
②６０．０％

①１００％
②７４．２％

①１００％
②１００％

災害時用配慮者が円
滑に避難するため
の、名簿と個別計画
の策定を推進しま
す。

①１００％
②６５．７％
2019(R01).6.1

・毎年度、国の現況調査とともに、名簿等の早
期策定を促している。
・災害対策基本法で義務付けられている避難行
動要支援者名簿の策定率は、H30.6.1現在94.3％
からR01.6.1現在100％となった。
・努力義務である個別計画の策定率は、H30.6.1
現在60.0％からR01.6.1現在65.7％となってい
る。
・避難行動要支援者名簿はすべての市町村で作
成され、個別計画の策定も進んでいるが、未策
定の市町村に対しては、早期策定を促していく
必要がある。

　個別計画の策定が進むよう、R2年度から「災
害時要配慮者支援事業」を新たに行い、市町村
にする研修会を開催し、引き続き早期策定を促
す。

2-(2)
雪害による死亡者数
（防災危機管理課）

３人
2015(H27)年度

０人 ０人 安全対策の普及啓発
や要配慮者の除排雪
支援等により、雪害
による死亡事故の根
絶を図ります。

０人 　メディア、防災行政無線等の多様な手段を活
用した広報活動を行うとともに、高齢者をター
ゲットにした啓発活動を展開した。
　降雪量が少なかったことも影響し、死亡事故
はなかった。

・地域に応じた注意喚起を実施
・市町村をはじめ関係機関と連携し効果的な啓
発活動を行う。
・高齢者に重点を置いた普及啓発を継続

2-(2)
「やまがた除雪志隊」の
登録者数
（消費生活・地域安全
課）

５１６人
2015(H27)年度

９００人 推進 県内外から幅広く除
雪ボランティア（個
人・団体）を募集
し、除排雪の担い手
を確保します。

９８７人 ・市町村と連携しながら、雪情報総合サイト等
で登録の募集を行い、着実に登録者は増加（登
録者のうち県外者７４９人）
令和元年度は２市町で１２名が参加
※少雪のため実施市町村の減

・企業・大学等に対する除雪ボランティアの登
録の働きかけを推進

3-(2)
学校安全指導者研修会の
実施回数
（スポーツ保健課）

１回 ２回 ２回 安全教育の充実や教
職員の指導力向上の
ために、教職員の研
修機会を確保しま
す。

２回 ・研修会の実施による、安全教育の充実と教職
員の指導力向上

・安全教育の充実や教職員の指導力向上のため
に、教職員の研修機会を確保

目　　標　　項　　目 令和元年度（平成31年度）の進捗状況
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