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第１編 計画の基本的な考え方 

 

第１章 計画の趣旨                            
 

１ 計画改定の趣旨 
 

 本県では、2013(H25)年度から 2017(H29)年度までを計画期間とする「山形県

地域福祉推進計画（第３期）」を策定し、広域的な観点から市町村における地

域福祉の推進を支援してきました。 

 

 人口減少や少子高齢化の進展という大きな課題は一部の地域だけでなく、国

全体が抱える課題として、地方創生や一億総活躍社会の実現に向けた取組が進

められており、ニッポン一億総活躍プラン（2016（H28）年６月閣議決定）で

は、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、活躍でき

る、地域共生社会の実現が求められています。 

  

また、2018（H30）年４月に改正施行された社会福祉法では、地域福祉の推

進の理念として、地域住民等は、相互に協力して地域住民が地域社会の一員と

して様々な活動に参加する機会が確保されるよう努めることや、本人及びその

世帯に着目し、幅広く生活を捉え、包括的に地域生活課題を把握し、支援関係

機関と連携して解決を図るよう特に留意することとされ、国及び地方公共団体

は、福祉サービスを提供する体制の確保や福祉サービスの適切な利用の推進に

関する施策等を講じるとともに、こうした地域住民等の取組を促進する施策等

を講じる責務を有すると規定されています。 

  

本県では、これまでに培われてきた「お互いさま」の心や、多くの地域に自

治会（町内会）をはじめ、老人会や婦人会、子ども会などの地域組織があり、

防災などの相互扶助や祭などの伝統文化の継承等の活動が行われており、こう

した地域組織を介して住民同士がつながる基盤となっています。 

 

こうした状況を踏まえ、今後の地域福祉の推進に当たり、本県の地域コミュ

ニティを基盤として、地域住民等が地域の課題を「我が事」として捉え、複合

的な課題、世帯を「丸ごと」支える、住民主体の地域づくりに向けた市町村の

取組を支援するために見直し、計画を改定するものです。 

 



 

【地域福祉推進計画の策定経過】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】

 

 

 

 

 

【地域福祉推進計画の策定経過】

【参考】 

 ＜平成

  

  

 ＜平成

  

  

 ＜平成

  

  

【地域福祉推進計画の策定経過】

＜平成 15 年度＞計画の策定

目  標：新たな福祉コミュニティの創造

計画期間：平成

＜平成 20 年度＞第２期計画の策定

目  標：福祉コミュニティの協創

計画期間：平成

＜平成 24 年度＞第３期計画の策定

目  標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり

計画期間：平成

【地域福祉推進計画の策定経過】

年度＞計画の策定

標：新たな福祉コミュニティの創造

計画期間：平成 15 年度～平成

年度＞第２期計画の策定

標：福祉コミュニティの協創

計画期間：平成 20 年度～平成

年度＞第３期計画の策定

標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり

計画期間：平成 25 年度～平成
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【地域福祉推進計画の策定経過】 

年度＞計画の策定 

標：新たな福祉コミュニティの創造

年度～平成 19

年度＞第２期計画の策定 

標：福祉コミュニティの協創

年度～平成 24

年度＞第３期計画の策定 

標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり

年度～平成 29

標：新たな福祉コミュニティの創造 

19 年度の５年間

 

標：福祉コミュニティの協創 

24 年度の５年間

 

標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり

29 年度の５年間

年度の５年間 

年度の５年間 

標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり

年度の５年間 

厚生労働省の資料をもとに作成

標：支え合い、つながり、安心して暮らせる地域づくり 

の資料をもとに作成

 

の資料をもとに作成 
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２ 計画の性格・位置づけ 
  

○ 都道府県地域福祉支援計画 

  社会福祉法第108条の規定による都道府県地域福祉支援計画として策定す

るものであり、広域的な見地から市町村の地域福祉の推進を支援する計画で

す。 

○ 県総合発展計画の部門計画 

  「山形県総合発展計画」を福祉の分野から推進するための具体的なプログ

ラムとしての性格を有するものであり、今後ますます進展する少子高齢社会

に対応し、福祉分野等の関連計画と整合・連携を図りながら、総合的かつ計

画的に施策を推進するものです。 

○ 地域福祉分野の共通指針 

  地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組むべき事項を定め、また、県民をはじめ、市町村、ボ

ランティア団体・ＮＰＯ法人、福祉関係団体、企業などが地域福祉に関する

活動を行う上で共通の指針となるものです。 

 

  
山形県総合発展計画 

支援 

市町村地域福祉計画 

福祉分野ごとの各計画 

 ・やまがた長寿安心プラン 

 ・山形県障がい者計画 

 ・やまがた子育て応援プラン 等 

山形県地域福祉推進計画 

○ 高齢者、障がい者、児童等の福祉の各分野

における共通的な事項を横断的に記載 

整合・連携 

その他 

関連す 

る計画 

連携 
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３ 計画の役割 
 

○ 市町村地域福祉計画の達成に資するため、次のような市町村の地域福祉の

支援に関する事項を広域的な観点から一体的に推進していきます。 

 ・ 地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉

に関し、共通して取り組むべき事項 

 ・ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関すること 

 ・ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する

こと 

 ・ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全

な発達のための基盤整備に関すること 

 ・ 市町村における包括的な支援体制の整備への支援に関すること 

  （社会福祉法第 108 条の規定） 

○ 他の福祉関連計画との連携・整合を図りながら、各計画に共通する基盤を

整備するとともに、いわゆる縦割りの福祉施策について、地域の観点から、

横断（つなぐ）かつ補完（隙間を埋める）する役割を担います。 

 

４ 計画の期間 
 

○ 計画の改定時から 2022(H34)年度までとします。 

○ 計画内容の見直しは、市町村の地域福祉計画の策定状況や制度改正などを

踏まえ、必要に応じで中間年度である 2020(H32)年度に行います。 

＜参考＞主な関連計画の計画期間 

 

（年度）
2017 2018 2019 2020 2021 2022

（H29） （H30） （H31） （H32） （H33） （H34）

第３次山形県総合発展計画（長期構想）

短期アクションプラン

山形県地域福祉推進計画（前計画）

山形県地域福祉推進計画（第４期）

山形県健康やまがた安心プラン

山形県認知症施策推進行動計画

第４次山形県障がい者計画

山形県障がい福祉、障がい児福祉計画

いのち支える山形県自殺対策計画

計画名

やまがた長寿安心プラン
（第８次県老人福祉計画・第７次県介護保険事業支援計画）

やまがた子育て応援プラン
（県次世代育成支援行動計画後期計画）
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５ 計画の目標 
  

本県は、三世代同居率や１世帯あたりの人員が全国１位となっており、親世

代から続いてきた住民同士のつながりが強いものとなっていますが、人口減少

や少子高齢化の進展等から、地域コミュニティの機能は低下傾向にあります。

一方で、世帯規模の縮小、高齢夫婦・高齢単身世帯の増加等によりそれぞれの

家庭だけでは課題を解決することが難しくなっており、地域で暮らす住民同士

の助け合いがますます重要になっています。 

このことから、それぞれの地域で引き継がれてきたコミュニティの活性化を

図り、これを基盤として住民が協力して地域の生活課題に取り組み、「お互い

さま」の心で互いに支え合いながら、県民一人ひとりが活き活きと安心して暮

らせる健康安心社会の実現を目指していく必要があります。 

 このため、以下の目標を掲げます。 

＝目標＝ 

 

 

 

６ 計画の基本方針 
 
１ 地域福祉を支える人づくり 

  県民がお互いに支え合い、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせるよう、

幼少期からの継続的な福祉教育を基盤として、福祉を担う専門的人材の育

成・確保・定着や資質向上、ボランティアやＮＰＯなど多様な主体による地

域福祉活動等の支援など地域福祉を支える人づくりを推進します。 
 

２ 福祉サービスの基盤づくり 

  利用者が主体的に福祉サービスを選択し利用できるための支援や高齢者

等の権利を擁護する仕組みなど利用者の視点に立った福祉サービスの提供

を進めるとともに、複合的な課題を抱えている世帯全体に着目し関係機関が

分野を超えて連携して取り組む支援の総合的な提供、誰もが暮らしやすいま

ちづくりなど、福祉サービスの基盤づくりを推進します。 
 

３ 県民が安心して暮らせる地域づくり 

  地域コミュニティを活かした住民主体による支え合い、身近な場所での健

康づくりへの参加などによる孤立防止、社会福祉法人の積極的な活用による

地域づくり活動を促進するとともに、災害時に備えた支援体制の整備や防災

教育、地域における防犯活動など、地域を挙げて取り組む安全・安心な地域

づくりを推進します。 

県民が互いに支え合い、生きがいを持って暮らせる健康安心社会の実現 
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第２章 本県の福祉を取り巻く状況                
 

１ 人口の現況 

 

（１）本県の推計人口は約 110 万人                     

   本県の推計人口は、2017(H29)年 10 月１日現在で 1,101,699 人となって

おり、全国総人口の 0.87％を占めています。人口関係の主要指標をみると、

全国平均に比べて、女性の比率が高いことや離婚率が低いこと、死亡率が

高いことが特徴となっています。 

   また、世帯関係の指標では、本県が第１位となっている１世帯当たりの

人員（2010(H22)年：2.94 人）や三世代同居率（同：21.5％）が減少傾向

にあり、核家族世帯や単身世帯の増加に伴い、一般世帯（同：388 千世帯）

は増加しています。 

 

 ＜表１＞人口関係の主要指標（2017(H29)年） 

 

 

 

 

 

 

  

全国比 全国差

（％） （ポイント）

総　　数 千人 1,102 35 126,706 0.87 －

男 千人 531 35 61,655 0.86 －

女 千人 571 36 65,051 0.88 －

性比（女＝100） ％ 92.9 25 94.8 － △ 1.9

－ 3.9 44 4.9 － △ 1.0

－ 1.33 46 1.70 － △ 0.37

－ 6.6 43 7.6 － △ 1.0

－ 14.0 4 10.8 － 3.2

婚姻率（千人あたり）

離婚率（千人あたり）

出生率（千人あたり）

死亡率（千人あたり）

単位 山形県
全国
順位

全国

総人口

資料：総人口は総務省『人口推計』 

   婚姻率、離婚率、出生率、死亡率は厚生労働省『人口動態統計』（2017(H29)年） 

（注）記載の数値は四捨五入してあるため、内訳の合計値が総数と一致しない場合がある。 
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＜表２＞世帯関係の主要指標（2015(H27)年） 

 

 

 

 

 

 

（２）2045(H57)年人口は約 77 万人、老年人口比率は 43％          

   2015(H27)年の国勢調査を基準人口として、国立社会保障・人口問題研

究所が推計した本県の将来人口は、2045(H57)年で約 77 万人となり、

2015(H27)年と比較して、約 35 万人、32％の減少とされています。全国で

は、約 16％の減少となっており、本県の減少幅は大きいものといえます。 

   次に、年齢３区分別に 2015(H27)年と 2045(H57)年を人口割合でみてみ

ると、年少人口は 12.1％から 9.6％へ、生産年齢人口は 57.1％から 47.4％

へそれぞれ減少し、老年人口（65 歳以上）は 30.8％から 43％へ増加しま

す。特に、介護の必要な方が多くなる 75 歳以上の高齢者は、2045(H57)年

は 26.7％と、４人に１人が 75 歳以上と推計されています。 

 

 

 

全国比
（％）

千世帯 392 37 53,332 0.7 －

人 2.78 1 2.33 － 0.5

千世帯 70 － 3,023 2.3 －

一般世帯に占める割合 ％ 17.8 1 5.7 － 12.1

千世帯 196 － 29,754 0.7 －

一般世帯に占める割合 ％ 49.9 46 55.9 － △ 6.0

千世帯 36 － 4,748 0.8 －

一般世帯に占める割合 ％ 9.2 23 8.9 － 0.3

千世帯 214 － 21,713 1.0 －

一般世帯に占める割合 ％ 54.7 2 40.7 － 14.0

千世帯 42 － 6,079 0.7 －

一般世帯に占める割合 ％ 10.7 41 11.4 － △ 0.7

千世帯 37 － 5,928 0.6 －

一般世帯に占める割合 ％ 9.4 40 11.1 － △ 1.7

千世帯 140 － 13,080 1.1 －

一般世帯に占める割合 ％ 35.7 － 24.5 － 11.2

全国差
（ポイント）

全国山形県

ひとり親と子どもから成る世帯

高齢単身世帯数

共働き世帯数

単位 順位

一般世帯

１世帯あたり人員

三世代同居世帯数

核家族世帯数

65歳以上の世帯員がいる世帯数

高齢夫婦世帯数

資料：総務省『国勢調査』 

(注)・「一般世帯」とは、総世帯数から病院入院患者や社会施設入所者などの施設等の世帯を除いた数 

・「高齢夫婦世帯」とは、夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦１組の一般世帯 

・「高齢単身世帯」とは、65 歳以上の者１人のみの一般世帯 



 

＜

 

 

＜

 

 

 

＜図１＞本県の

 

 

＜図２＞本県の

 

資料：国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

資料：国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

本県の年齢３区分別の将来推計人口

本県の年齢３区分別の将来推計人口割合

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

年齢３区分別の将来推計人口

年齢３区分別の将来推計人口割合

 

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成
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年齢３区分別の将来推計人口

年齢３区分別の将来推計人口割合

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

年齢３区分別の将来推計人口 

年齢３区分別の将来推計人口割合 

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）』

国立社会・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）』

年推計）』 

年推計）』 

 

 



 

２

 

（１）高齢化の進展

  

老年人口は増加しています。

  

したが、

進行していることがわかります。

  

2017(H29)

います。

均の

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

 

＜図３＞本県の年齢区分別人口の推移

 

 

  

２ 少子高齢化

（１）高齢化の進展

  本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

老年人口は増加しています。

  老年人口を具体的にみると、

したが、2017(H29)

進行していることがわかります。

  老年人口を年齢区分別の人口割合でみると、

2017(H29)年は、

います。 

また、総務省『人口推計』によると、本県の

均の 27.8％を大きく上回っており、全国第

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

＜図３＞本県の年齢区分別人口の推移

 

 

   

資料：2015(H27)

人口調査

（注）「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。

少子高齢化 

（１）高齢化の進展                           

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

老年人口は増加しています。

老年人口を具体的にみると、

2017(H29)年には

進行していることがわかります。

老年人口を年齢区分別の人口割合でみると、

年は、74 歳までの老年人口は

総務省『人口推計』によると、本県の

％を大きく上回っており、全国第

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

＜図３＞本県の年齢区分別人口の推移

2015(H27)年までは総務省『国勢調査』、

人口調査』 

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。

                           

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

老年人口は増加しています。 

老年人口を具体的にみると、

年には 35.4

進行していることがわかります。

老年人口を年齢区分別の人口割合でみると、

歳までの老年人口は

総務省『人口推計』によると、本県の

％を大きく上回っており、全国第

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

＜図３＞本県の年齢区分別人口の推移

 

年までは総務省『国勢調査』、

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。
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本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

 

老年人口を具体的にみると、65 歳以上の方は、

35.4 万人と 1.4

進行していることがわかります。 

老年人口を年齢区分別の人口割合でみると、

歳までの老年人口は 1.2

総務省『人口推計』によると、本県の

％を大きく上回っており、全国第

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

＜図３＞本県の年齢区分別人口の推移 

 

年までは総務省『国勢調査』、2017(H29)

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。

                           

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

歳以上の方は、1995(H7)

4 倍となっており、本県の高齢化が

老年人口を年齢区分別の人口割合でみると、1995(H

1.2 倍、75

総務省『人口推計』によると、本県の高齢化率は

％を大きく上回っており、全国第６位（秋田県、高知県、島根県、

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。

2017(H29)年は県統計企画課

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。

                           

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

1995(H7)年は

倍となっており、本県の高齢化が

1995(H7)年に比べて

75 歳以上は 2.3

高齢化率は 32.3

秋田県、高知県、島根県、

山口県、徳島県に次ぎ、和歌山県と同率）となっています。 

県統計企画課『山形県社会的移動

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。

                           

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

年は 24.9 万人で

倍となっており、本県の高齢化が

年に比べて

2.3 倍となって

32.3％と、全国平

秋田県、高知県、島根県、

 

山形県社会的移動

「総人口」には、年齢不詳も含むため、年齢３区分別人口の合計とは一致しない。 

                            

本県の人口を年齢３区分別にみると、生産年齢人口と年少人口は減少し、

万人で

倍となっており、本県の高齢化が

となって

％と、全国平

秋田県、高知県、島根県、

 

山形県社会的移動 



 

 ＜図４＞

 

 

 

 

 

（２）減少する出生数

  

   

   

  

 

資料：

（注）

  

＜図４＞本県の

（２）減少する出生数

  本県の出生数は

一時的な増加後は概ね減少を続けており、

比△288 人）で

   １人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

ると、本県は全国を上回って（

移しています。しかし、人口千人

全国を下回り（

います。

   また、

昇傾向にあります。

 

 

資料：2015(H27)

人口調査

（注）・割合は

   ・数値は四捨五入しているため、内訳の合計値が

本県の年齢別人口割合の推移

（２）減少する出生数                          

本県の出生数は、第二次ベビーブームによる

一時的な増加後は概ね減少を続けており、

人）で、少子化は依然として顕著となっています。

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

ると、本県は全国を上回って（

移しています。しかし、人口千人

全国を下回り（2017(H29)

います。 

また、20 歳から

昇傾向にあります。

 

2015(H27)年までは総務省『国勢調査』、

人口調査』 

割合は年齢不詳を除いて算出している。

・数値は四捨五入しているため、内訳の合計値が

年齢別人口割合の推移

                          

、第二次ベビーブームによる

一時的な増加後は概ね減少を続けており、

、少子化は依然として顕著となっています。

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

ると、本県は全国を上回って（

移しています。しかし、人口千人

2017(H29)年は、本県

歳から 39 歳までの

昇傾向にあります。 

  

年までは総務省『国勢調査』、

不詳を除いて算出している。

・数値は四捨五入しているため、内訳の合計値が
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、第二次ベビーブームによる

一時的な増加後は概ね減少を続けており、

、少子化は依然として顕著となっています。

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

ると、本県は全国を上回って（2017(H29)

移しています。しかし、人口千人当たりの出生数の割合である出生率では、

年は、本県 6.6

歳までの女性未婚率については、本県、全国

年までは総務省『国勢調査』、2017(H29)

不詳を除いて算出している。 

・数値は四捨五入しているため、内訳の合計値が

                          

、第二次ベビーブームによる 1971(S

一時的な増加後は概ね減少を続けており、2017(H29)

、少子化は依然として顕著となっています。

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

2017(H29)年は、本県

たりの出生数の割合である出生率では、

6.6、全国 7.6

未婚率については、本県、全国

2017(H29)年は県統計企画課

・数値は四捨五入しているため、内訳の合計値が 100％とならない場合がある。

                          

1971(S46)～

2017(H29)年は 7,259

、少子化は依然として顕著となっています。

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

年は、本県 1.45、全国

たりの出生数の割合である出生率では、

7.6）、低下傾向となって

未婚率については、本県、全国

県統計企画課『山形県社会的移動

％とならない場合がある。

                          

～1974(S49)

7,259 人（前年

、少子化は依然として顕著となっています。 

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

、全国 1.43

たりの出生数の割合である出生率では、

）、低下傾向となって

未婚率については、本県、全国とも上

山形県社会的移動

％とならない場合がある。 

 

                           

)年の

人（前年

１人の女性が一生に産む平均の子どもの数である合計特殊出生率をみ

1.43）推

たりの出生数の割合である出生率では、

）、低下傾向となって

とも上

山形県社会的移動 



 

 

 

 

＜図５＞本県の

   

＜図６＞本県の

 

資料：厚生労働省『人口動態統計』

資料：総務省『国勢調査』

本県の出生数・合計特殊出生率の推移

本県の 20～

厚生労働省『人口動態統計』

資料：総務省『国勢調査』

出生数・合計特殊出生率の推移

～39 歳女性未婚率の

 

厚生労働省『人口動態統計』 

資料：総務省『国勢調査』 
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出生数・合計特殊出生率の推移

歳女性未婚率の推移

 

出生数・合計特殊出生率の推移 

推移 

  



 

３
 

（１）世帯規模の縮小

  

     

 
 

 

（２）世帯規模は

   

   

＜

順位

資料：総務省『国勢調査』

３ 世帯の変化

（１）世帯規模の縮小

   2017(H29)

396,738 世帯で、１世帯

     世帯数は毎年増加しており、それに伴い１世帯

にあります。

世帯の規模が

 ＜図７＞本県の

（２）世帯規模は

   2015(H27)

率は全国第１位、一般世帯における

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

家族世帯の割合が全国第

   こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

人は、全国の

ます。 

＜表 3＞本県の世帯関係指標の全国順位

 

順位

1 一般世帯の１世帯あたり人員（平均人員）

2 65歳以上の世帯員がいる世帯割合（対一般世帯数）

1 三世代同居率（対一般世帯比）

2 共働き率（対一般世帯比）

47 単独世帯の割合（対一般世帯数）

46 核家族世帯の割合（対一般世帯数）

資料：総務省『国勢調査』

資料：総務省『国勢調査』

世帯の変化 

（１）世帯規模の縮小                          

2017(H29)年 10 月１日現在の本県の人口は、

世帯で、１世帯

世帯数は毎年増加しており、それに伴い１世帯

にあります。1995(H7)

世帯の規模が 0.71 人縮小したことになります。

本県の総世帯数と１世帯

（２）世帯規模は全国１位

2015(H27)年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

率は全国第１位、一般世帯における

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

家族世帯の割合が全国第

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

人は、全国の 2.33

  

本県の世帯関係指標の全国順位

 

一般世帯の１世帯あたり人員（平均人員）

65歳以上の世帯員がいる世帯割合（対一般世帯数）

三世代同居率（対一般世帯比）

共働き率（対一般世帯比）

単独世帯の割合（対一般世帯数）

核家族世帯の割合（対一般世帯数）

資料：総務省『国勢調査』

資料：総務省『国勢調査』

                          

月１日現在の本県の人口は、

世帯で、１世帯当たりの人員は

世帯数は毎年増加しており、それに伴い１世帯

1995(H7)年をみると、

人縮小したことになります。

総世帯数と１世帯

全国１位                       

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

率は全国第１位、一般世帯における

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

家族世帯の割合が全国第 46 位となっています。

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

2.33 人を大きく上回り、全国第１位の

本県の世帯関係指標の全国順位

  

指標名

一般世帯の１世帯あたり人員（平均人員）

65歳以上の世帯員がいる世帯割合（対一般世帯数）

三世代同居率（対一般世帯比）

共働き率（対一般世帯比）

単独世帯の割合（対一般世帯数）

核家族世帯の割合（対一般世帯数）

資料：総務省『国勢調査』、県統計企画課『山形県社会的移動人口調査』
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月１日現在の本県の人口は、

たりの人員は

世帯数は毎年増加しており、それに伴い１世帯

年をみると、360

人縮小したことになります。

総世帯数と１世帯当たり人員の推移

                       

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

率は全国第１位、一般世帯における 65

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

位となっています。

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

人を大きく上回り、全国第１位の

本県の世帯関係指標の全国順位 

一般世帯の１世帯あたり人員（平均人員）

65歳以上の世帯員がいる世帯割合（対一般世帯数）

三世代同居率（対一般世帯比）

単独世帯の割合（対一般世帯数）

核家族世帯の割合（対一般世帯数）

、県統計企画課『山形県社会的移動人口調査』

                          

月１日現在の本県の人口は、1,101,

たりの人員は 2.78 人となっています。

世帯数は毎年増加しており、それに伴い１世帯当

360 千世帯で 3.49

人縮小したことになります。 

たり人員の推移 

                       

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

65 歳以上の世帯員がいる世帯の割合

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

位となっています。 

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

人を大きく上回り、全国第１位の

65歳以上の世帯員がいる世帯割合（対一般世帯数）

、県統計企画課『山形県社会的移動人口調査』

                          

1,101,699 人

人となっています。

当たりの人員は減少傾向

3.49 人であったので、１

 

                       

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

歳以上の世帯員がいる世帯の割合

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第

 

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員

人を大きく上回り、全国第１位の世帯規模となってい

単位 山形県

人 2.78

％ 54.7

％ 17.8

％ 35.8

％ 25.5

％ 49.9

、県統計企画課『山形県社会的移動人口調査』 

                          

人、総世帯数は

人となっています。 

たりの人員は減少傾向

人であったので、１

                       

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

歳以上の世帯員がいる世帯の割合

は全国第２位となっています。また、単独世帯の割合が全国第 47 位、核

こうした本県の世帯構造の特徴から、本県の一般世帯の平均人員 2.78

世帯規模となってい

山形県 全国

2.78 2.33

54.7 40.7

17.8 5.7

35.8 24.5

25.5 34.6

49.9 55.9

                           

、総世帯数は

たりの人員は減少傾向

人であったので、１

 

                        

年の国勢調査から本県の世帯構造をみてみると、三世代同居

歳以上の世帯員がいる世帯の割合

位、核

2.78

世帯規模となってい

全国

2.33

40.7

5.7

24.5

34.6

55.9
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（３）高齢世帯の状況                           

   2015(H27)年の本県の一般世帯における65歳以上の親族がいる世帯の割

合は 54.7％で、全国の 40.7％を大きく上回っており、本県の三世代同居

率の高さを物語るものとなっています。 

   また、夫が 65 歳以上で妻が 60 歳以上の高齢夫婦世帯や、65 歳以上の高

齢単身世帯も増加し、1995(H7)年の高齢夫婦世帯 21,529 世帯が 2015(H27)

年には 42,167 世帯と約２倍へ、同じく高齢単身世帯が 14,792 世帯から

36,953 世帯と約 2.5 倍の伸びを示しています。 

   なお、2015(H27)年の一般世帯に占める割合は、高齢夫婦世帯が 10.7％、

高齢単身世帯が 9.4％と、全国の 11.4％、11.1％をそれぞれ下回っていま

す。 

＜表 4＞高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯等の推移 

 

 

 

＜図８＞一般世帯における 65 歳以上の親族がいる世帯割合の推移 

 

1995(H7)年 2000(H12)年 2005(H17)年 2010(H22)年 2015(H27)年

山形県 359,297 376,219 385,416 387,682 392,288

全国 43,899,923 46,782,383 49,062,530 51,842,307 53,331,797

山形県 21,529 28,226 33,090 37,014 42,167

全国 2,762,585 3,661,271 4,487,042 5,250,952 6,079,126

山形県 6.0 7.5 8.6 9.5 10.7

全国 6.3 7.8 9.1 10.1 11.4

山形県 14,792 19,833 25,050 29,683 36,953

全国 2,202,160 3,032,140 3,864,778 4,790,768 5,927,686

山形県 4.1 5.3 6.5 7.7 9.4

全国 5.0 6.5 7.9 9.2 11.1

 一般世帯数

 高齢夫婦世帯数

 高齢夫婦世帯割合

 高齢単身世帯数

 高齢単身世帯割合
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資料：総務省『国勢調査』 
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４ 地域における支え合いの状況 
 

 2016(H28)年及び 2017(H29)年に、県内在住の満 20 歳以上の男女・個人 2,500

人を対象とした郵送によるアンケート調査結果によると、地域活動やボランテ

ィア活動の状況については、以下のとおりとなっています。 

 

（１）「地域のつながり」について                     

 

① 地域における住民同士の助け合いや支え合い等の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域における住民同士の助け合いや支え合い等の活動状況についてたずね

たところ、「行われている」（19.1％）と、「ある程度は行われている」（42.6％）

を合わせた『行われている』は、2017 (H29)年調査では 61.7％となり、前回

（2012(H24)年）調査と比べ 7.5 ポイント上昇しています。 

○ 性・年齢別にみると、「男性」では、『行われている』は、年齢層が上がる

につれ、割合が高くなる傾向にあり、「女性」では、「50～59 歳」が最も割合

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

（問） あなたがお住まいの地域では、住民同士の助け合いや支え合い等の活動が 

行われていますか。（○は１つ） 

 

19.1

18.9

42.6

35.3

16.2

14.1

4.6

4.7

15.4

24.5

2.1

2.6

H29調査

H24調査

行われている ある程度は行われている

あまり行われていない 行われていない

わからない 無回答 （％） 

2017 

2012 
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② 最近１年間に参加した活動と頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 最近１年間に参加した活動と頻度をたずねたところ、「週３回以上」から「年

に１～２回」までを合わせた『参加した』活動では、「清掃活動・草刈り」が

62％、「健康づくりのレクリエーション」が 20.6％、「児童の登下校時の見守

り・防犯パトロール」が 14.5％、「生活支援」が 4.2％となっています。 

○ 年齢別に『参加した』をみると、 

「清掃活動・草刈り」、「健康づくりのレクリエーション」では、年齢層が上

がるにつれ、割合が高くなる傾向があります。 

「児童の登下校の見守り・防犯パトロール」では、「40～49 歳」が 25.7％で

最も高く、割合が最も低かった「50～59 歳」と 16.4 ポイントの差があります。 

「生活支援」では、「65 歳以上」が最も割合が高く、次いで「18～29 歳」と

なっている一方で、「30～39 歳」の割合が最も低くなっています。 

○ 「その他」の内容は、「消防団活動」、「地域のお祭りや子ども会の行事」な

どが挙げられました。 

 

（問） ここ１年の間にあなたが参加した活動とその頻度をお答えください。（○は 

１つずつ） 

10.8 45.7 

12.2 

9.0 

30.4 

61.3 

65.6 

74.8 

18.4 

7.7 

18.0 

19.9 

21.1 

77.4 

①

②

③

④

⑤

週３日以上 週１～２回 月１～３回 ３か月に１～２日 年に１～３回 参加していない 無回答

（％）
 

①清掃活動・草刈り  ②健康づくりのレクリエーション 

③児童の登下校の見守り・防犯パトロール 

④生活支援（高齢者や障がい者への買い物・通院支援）※家族・親族への支援は除く 

⑤その他 

0.2 0.5 4.8 

0.8 2.7 2.5 2.4 

1.8 0.8 1.3 1.6 

0.6 0.6 1.0 0.3 1.7 

0.1 0.4 1.3 1.0 1.4 
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③ 地域の活動に参加する上で課題となっていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域の活動に参加する上で課題となっていることについてたずねたところ、

「仕事・子育て・介護等で忙しい」が 50.7％で最も高く、次いで「地域でど

のような活動が行われているのか分からない」が 25.5％、「人間関係が煩わし

い」が 24.8％の順となっています。 

○ 年齢別にみると、「仕事・子育て・介護等で忙しい」では、「30～39 歳」、「地

域でどのような活動が行われているか分からない」では、「18～29 歳」、「人間

関係が煩わしい」では、「60～64 歳」の割合が高くなっています。 

○ 「その他」のうち、主な内容は次のとおりとなっています。 

 ・自身の体調がすぐれないので活動自体が難しい。 

 ・参加する人が毎回決まっている。 

 ・親が忙しいのか、子ども会への入会、行事への参加が増えない。 

 ・活動そのものが少ない。 

  

（問） あなたが、地域の活動に参加する上で課題となっていると感じているものは 

何ですか。（○はいくつでも） 

 

50.7

25.5

24.8

14.1

6.6

7.6

0 10 20 30 40 50 60

仕事・子育て・介護等で忙しい

どのような活動が行われているか分からない

人間関係が煩わしい

関心がない

その他

無回答

（％） 
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④ 地域の活動を活発にするために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域の活動を活発にするために必要なことについてたずねたところ、「活

動に関する情報の提供」が 39.2％で最も割合が高く、次いで「世代を超えた

交流」が 37.7％、「活動の中心となるリーダーの育成」が 32.7％の順とな

っています。 

○ 性別にみると、「活動に必要な機材や金銭の支援」では「男性」の割合が

「女性」より高くなっています。 

○ 年齢別にみると、「活動に関する情報の提供」では「18～29 歳」、「世代

を超えた交流」では「60～64 歳」の割合が最も高くなっています。「活動の

中心となるリーダーの育成」では年齢層が上がるにつれ割合が高くなる傾向

があります。 

（問） 地域の活動を活発にするためのは、どのようなことが必要だと思いますか。 

（○はいくつでも） 

 

39.2

37.7

32.7

25.2

16.7

3.3

12.5

5.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

活動に関する情報の提供

世代を超えた交流

活動の中心となるリーダーの育成

活動に必要な機材や金銭の支援

活動の拠点となる場所

その他

わからない

無回答

（％） 
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（２）「ボランティア活動」について                    

 

① ボランティア活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ボランティア活動への参加状況についてたずねたところ、「参加したい気

持ちはあるが、都合により参加できない」が 29.2％と最も割合が高く、次い

で「参加したい気持ちはあるが機会がなく参加していない」が 19.5％となっ

ています。 

○ 「週３日以上参加している」から「以前に参加したことはあるが今は参加

していない」を合わせた『ボランティア活動に参加したことがある』の割合

は 32.2％となっています。 

○ 性別×年齢別にみると、『ボランティア活動に参加したことがある』は、「男

性（30～39 歳）」と「男性（65 歳以上）」で４割を超えています。 

  

（問） あなたは、この１年間でボランティア活動にどのくらい参加されていますか。 

   あなたの状況に最も近いものをお答えください。（○は１つ） 

 

0.6

1.4

3.9

13.2

13.1

19.5

29.2

15.8

3.2

0 5 10 15 20 25 30 35

週3日以上参加している

週1～2日程度参加している

月1～2日程度参加している

年に数日程度参加している

以前に参加したことはあるが今は参加していない

参加したい気持ちはあるが機会がなく参加していない

参加したい気持ちはあるが都合により参加できない

参加したいとは思わない

無回答

（％） 



 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

が、

41.1

○ 

役に立ちたいから」では

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

○ 

歳」で割合が約５割と高く、

歳」が５割を超えています。

 

（問）

 ボランティア活動に参加する理由

 ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

が、43.1％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

41.1％となっています。

 性別にみると、

役に立ちたいから」では

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

 年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

歳」で割合が約５割と高く、

歳」が５割を超えています。

 

（問） ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも）

ボランティア活動に参加する理由

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

％となっています。

性別にみると、「地域や職場、

役に立ちたいから」では

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

歳」で割合が約５割と高く、

歳」が５割を超えています。

 

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも）

ボランティア活動に参加する理由

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

％となっています。 

「地域や職場、

役に立ちたいから」では「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

歳」で割合が約５割と高く、「地域や社会の役に立ちたいから」

歳」が５割を超えています。 

  

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも）
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ボランティア活動に参加する理由 

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

「地域や職場、学校の行事の一環のため」、「地域や社会の

「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

「地域や社会の役に立ちたいから」

 

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも）

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

学校の行事の一環のため」、「地域や社会の

「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

「地域や社会の役に立ちたいから」

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも）

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

学校の行事の一環のため」、「地域や社会の

「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

「地域や社会の役に立ちたいから」

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

ィア活動に参加する主な理由は何ですか。（○はいくつでも） 

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

学校の行事の一環のため」、「地域や社会の

「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

たいから」では「女性」の割合が「男性」より高くなっています。 

年齢別にみると、「地域や職場、学校の行事の一環のため」は、「40

「地域や社会の役に立ちたいから」は「60

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

（

ボランティア活動に参加したことがある方に、ボランティア活動に参加す

る理由についてたずねたところ、「地域や職場、学校の行事の一環のため」

％と最も割合が高く、次いで「地域や社会の役に立ちたいから」が

学校の行事の一環のため」、「地域や社会の

「男性」の割合が「女性」より高く、「活動を通し

て自己啓発や自らの成長につながると思うから」、「困っている人の役に立ち

40～59

60～64

ボランティア活動に参加したことがある方にうかがいます。あなたがボランテ

 

（％） 
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③ 60 歳以上のボランティア活動参加への意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 60 歳以上のボランティア活動参加への意向についてたずねたところ、「機

会があれば参加したい」が 68.5％と最も割合が高く、次いで「参加したくな

い」が 18.3％、「積極的に参加したい」が 4.9％と順となっています。 

○ 「積極的に参加したい」と「機会があれば参加したい」を合わせた『参加

したい』は 73.4％で７割を超えています。 

○ 年齢別にみると、『参加したい』では「40～49 歳」が 81.0％で最も割合が

高くなっていますが、「65歳以上」は65.7％で最も割合が低くなっています。 

  

（問） ご自身が 60 歳以上になっても、今までの経験や仕事で身につけた技術を活か

し、ボランティア活動に参加したいと考えていますか。なお、現在 60 歳以上の

方は、現在のお考えに近いものをお答えください。（○は１つ） 

 

4.9 68.5 18.3 5.8

2.6

積極的に参加したい 機会があれば参加したい

参加したくない その他

無回答 （％） 
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④ ボランティア活動に参加する上での問題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ボランティア活動に参加する上での問題についてたずねたところ、「ボラ

ンティア活動に参加する時間がない」が 51.3％と最も割合が高く、次いで「健

康や体力に自信がない」が 28.8％、「ボランティア活動に参加する際の経済

的負担（交通費など）が大きい」が 23.1％、「一緒に活動する友人や知人が

いない」が 21.7％、「ボランティア活動に参加するのに必要な情報がない（入

手しにくい）」が 20.2％の順となっています。 

○ 性別にみると、「ボランティア活動に参加する時間がない」、「健康や体力

に自信がない」、「一緒に活動する友人や知人がいない」では「男性」より「女

性」の割合が高く、「ボランティア活動に参加する際の経済的負担（交通費

など）が大きい」では、「女性」より「男性」の割合が高くなっています。 

○ 年齢別にみると、「ボランティア活動に参加する時間がない」については、

年齢が下がるにつれ割合が高くなっています。 

（問） あなたがボランティア活動に参加する上で問題となることは何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

51.3

28.8

23.1

21.7

20.2

17.1

16.8

7.0

7.0

3.9

2.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ボランティア活動に参加する時間がない

健康や体力に自信がない

ボランティア活動に参加する際の

経済的負担（交通費など）が大きい

一緒に活動する友人や知人がいない

ボランティア活動に参加するのに

必要な情報がない（入手しにくい）

身近なところに参加したいと思う

活動内容や活動団体がない

ボランティア活動団体自体の情報

が少なく、参加に不安を感じる

家族や職場の理解が得られない

特にない

その他

無回答

（％） 


