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第２編 地域福祉推進の方向と展開 

 

【地域福祉推進の体系】 

Ⅰ 地域福祉を支える人づくり 

 １ 生涯にわたり福祉の心

を育む機会づくり 

(１)家庭や学校（幼年期～青少年期）における福祉教育の推進  →P24 

(２)地域や職場等で生涯を通して福祉を学び、考える機会の充実  →P29 

２ お互いを尊重し共生す

る社会づくり 

(１)障がい者の地域社会における共生の実現 →P32 

(２)人権尊重の意識の高揚 →P34 

３ 福祉を担う専門的人材

の育成・確保 

(１)福祉人材の確保・定着支援 →P38 

(２)山形県福祉人材センターの活動強化 →P42 

４ 地域福祉の担い手の育

成・活動支援 

(１)民生委員・児童委員活動の強化 →P45 

(２)社会福祉協議会等中核的団体の取組の充実と地域コミュニティとの連携強化  →P47 

５ 多様な主体が行う福祉

活動等の推進 

(１)ボランティアやＮＰＯ活動等への参加の促進と活動の活性化  →P49 

(２)青少年ボランティア活動の充実・強化 →P53 

(３)企業などの退職者が知識や経験を活かせる機会の充実 →P55 

(４)企業や団体等における社会貢献活動の振興 →P57 

Ⅱ 福祉サービスの基盤づくり 

 １ 利用者の立場に立った

福祉サービス制度の推進 

(１)苦情解決制度の充実  →P60 

(２)福祉サービス第三者評価事業の推進 →P62 

２ 高齢者や障がい者等の

日常生活の支援 

(１)日常生活自立支援事業の推進 →P64 

(２)成年後見制度の活用促進 →P66 

(３)地域生活を可能とする環境整備の推進 →P68 

(４)福祉有償運送などの移動支援の推進 →P72 

３ 地域の実情を踏まえた

支援の総合的な提供 

(１)市町村における包括的な相談支援体制の構築 →P74 

(２)分野横断的な福祉サービス等の展開 →P79 

(３)福祉・保健・医療サービスの連携 →P83 

４ 希望を持ち自立を目指

すことができるセーフ

ティネットの整備 

(１)相談・支援機関の機能及び連携の強化 →P89 

(２)児童・高齢者・障がい者の虐待、ＤＶ防止対策の推進 →P95 

(３)生活困窮者の自立支援対策の推進 →P103 

(４)子どもの貧困対策の推進 →P106 

(５)ひきこもりやニートなどの社会復帰への支援 →P108 

(６)住宅確保要配慮者に必要な住宅を確保するための支援 →P111 

(７)自殺対策の推進 →P113 

(８)保健医療・福祉を必要とする矯正施設退所者等への支援 →P116 

５ 誰もが暮らしやすいま

ちづくりの推進 
(１)誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 →P118 

Ⅲ 県民が安心して暮らせる地域づくり 

 １ 共生の地域づくり (１)住民主体による支え合いの地域づくり →P124 

(２)高齢者や障がい者等の社会参加や就業機会の拡大促進 →P133 

(３)住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による孤立防止  →P138 

(４)社会福祉法人の積極的な活用による地域づくり活動の促進  →P142 

２ 災害時に備えた地域の

支援体制づくり 

(１)要配慮者の把握と支援、防災教育の推進 →P146 

(２)雪対策の推進 →P151 

３ 安全・安心な地域づく

りの推進 

(１)地域における自主的な防犯活動の推進 →P153 

(２)学校・通学路等における子どもの安全確保 →P156 

(３)消費者トラブルの防止 →P160 
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第１章 地域福祉を支える人づくり                     
 

１ 生涯にわたり福祉の心を育む機会づくり 
 

（１）家庭や学校（幼年期～青少年期）における福祉教育の推進                 

【（教育）文化財・生涯学習課、義務教育課、高校教育課】 

 

■現状 

社会には様々な人たちが暮らしていることを知り、互いに理解する心を育む

ことが大切です。 

また、幼年期から青少年期までのそれぞれの段階で自他の生命を尊重し、一

人一人が幸せに生きぬくための社会性や自立心、規範意識や思いやりなど豊か

な人間性を育むとともに、発達段階においてボランティア活動などに取り組み、

福祉への理解を深めていくことが大切です。 

 

《小学校・中学校における道徳教育の充実》 

○ 県では、道徳教育プログラムや山形県版の道徳資料の活用促進を図り、全県

的に「生命」と「生き方」を大切にした教育実践の普及に取り組んでいます。 

  

＜山形県道徳読み物資料 いのちを見つめる＞ 

【小学生版】 

 ・みんなのいのち  ・わたしとやぎのコロ 

   ・平成の花さかじいさん ・ゆずの赤ちゃん 

   ・アサギマダラとぼく  ・子牛が生まれたよ 

   ・吾妻の白ザルを求めて   

・支えられている命のたんじょう 

   ・ペットもわたしたちも幸せに ・ひとぞ尊き 

   ・おじいちゃんの打ち豆  ・キャプテン孫七 

  【中学生版】 

   ・雑草のように生きる  ・痛みを分かち合って生きる 

   ・「敵兵を救助せよ」  ・「生きて輝く」瞬間を求めて 

 

《高等学校における福祉教育の推進》 

○ 県は、教科「公民」、「家庭」、「福祉」の授業で人間の尊厳と平等や他者と

の共生について学習し、特別活動等も含め学校教育全体を通して、生徒の福

祉の心の醸成を図っています。 
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○ 県は、特別活動や部活動等において、社会奉仕体験活動や施設訪問、イン

ターンシップにおいて、保育所や高齢者施設等での就業体験など福祉の心を

養う学習や実習に取り組んでいます。 

 

《家庭教育の充実》 

○ 幼児期から他人を思いやることを身につける上で、家庭教育は重要な役割

を果たしています。県では、家庭の教育力の向上を図るため、保護者向けの

家庭教育に関する学習機会として、「やまがた子育ち講座」や事業所等への家

庭教育出前講座を実施しています。 

 

■課題 

《小学校・中学校における道徳教育の充実》 

○ 「特別の教科 道徳」の位置付けによる「考え、議論する道徳」への質的

転換に向けて、道徳的価値に迫る読み物資料の活用促進や、道徳的価値に関

する問題解決的な学習・体験的な学習など、多様な指導方法を取り入れた授

業を各学校において展開する必要があります。 

 

《高等学校における福祉教育の推進》 

○ 子どもたちの生活体験の変化や、地域の大人達と関わる機会が減少する中

で、地域社会と連携しながら成長の段階に応じた様々な体験活動・奉仕活動

を充実させていく必要があります。 

 

《家庭教育の充実》 

○ 県内全域での「やまがた子育ち講座」や事業所等への家庭教育出前講座の

開催をこれまで以上に推進し、家庭の教育力の向上を図る必要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「道徳教育地域支援事業」における実

践と成果の普及により、「いのちの尊さ」を考

える学習機会の充実を図るとともに、先人から

引き継がれてきた「生命」を引き継ぐことの大

切さや自らのライフデザインを考える機会の

充実を図ります。 

義務教育課 ○ ○ 
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項  目 担当課 
市町村 

支 援 

数値 
目標 

県は、道徳教育パワーアップ研修会の開催に

より、国及び県の方針を周知し、授業改善の促

進に努めます。 

義務教育課 ○  

県は、「地域に誇れる小規模校支援事業」「子

どもベンチャーマインド育成事業」等により、

地域との連携を図る事業の充実を図ります。 

義務教育課 ○ 

県は、豊かな人間性を育むため、発達段階に

応じ、高等学校では社会奉仕体験活動や就業体

験活動を重点的に推進します。 

高校教育課 － － 

県は、継続的な家庭教育支援や充実を図るた

め、参加者主体の講座内容や形態等を工夫し

て、より多くの親に対する家庭教育に関する学

習機会の提供と意識啓発に努めます。 

文化財・生涯学

習課 

○ － 

県は、2018(H30)年３月に策定した「子ども

の生活習慣に関する指針」に基づき、基本的な

生活習慣や社会性を身に付けることができる

よう、家庭や地域と連携した教育活動の充実を

図ります。 

文化財・生涯学

習課 

○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、「道徳教育地域支援事業」による取組の成果の普及・活用を促進します。 

○ 県は、道徳教育パワーアップ研修会の開催により、国及び県の方針を周知し、

授業改善の促進に努めます。 

○ 県は、「地域に誇れる小規模校支援事業」を実施します。 

また、実践モデル校の選定、企業への訪問による社長体験等の実施、起業家・

社長等による講話等の実施など、「子どもベンチャーマインド育成事業」を実

施します。 

○ 県は、家庭教育に関する講演や情報提供など、家庭教育出前講座を実施し、

家庭教育支援の充実に努めます。 

○ 県は、基本的な生活習慣や社会性を身に付けることができるように、「子ど

もの生活習慣に関する指針」に基づいて作成された家庭教育に関する保護者

向けのリーフレット「やまがた子育ち５か条」を作成し、学校や地域、子ど

も会、ＰＴＡ等の研修会で活用できるようにします。 
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■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

人が困っているとき、進んで助
ける児童生徒の割合 

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％ 

【趣旨】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。 

 

  



 

◆ 取組事例紹介

 

でボランティア

した活動を通して、

あいを大切

 

取組事例紹介

各高等学校における社会奉仕体験

各高等学校

でボランティア

した活動を通して、

あいを大切にする心を養って

取組事例紹介１ 

各高等学校における社会奉仕体験

各高等学校では、特別活動や部活動

でボランティア活動を行

した活動を通して、地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

にする心を養って

各高等学校における社会奉仕体験

特別活動や部活動

を行うなど地域に貢献する活動を行っています。

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

にする心を養っています。

▼保育所での訪問演奏

▼除雪ボランティア

28 

各高等学校における社会奉仕体験

特別活動や部活動などにおいて、クラスや学年、全校

地域に貢献する活動を行っています。

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

います。 

▼保育所での訪問演奏

▼除雪ボランティア

各高等学校における社会奉仕体験 （教育庁高校教育課）

などにおいて、クラスや学年、全校

地域に貢献する活動を行っています。

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

▼保育所での訪問演奏 

▼除雪ボランティア 

（教育庁高校教育課）

などにおいて、クラスや学年、全校

地域に貢献する活動を行っています。

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

（教育庁高校教育課） 

などにおいて、クラスや学年、全校

地域に貢献する活動を行っています。こう

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ

 

 

などにおいて、クラスや学年、全校

こう

地域の一員としての意識を高め、地域の方々とのふれ
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（２）地域や職場等で生涯を通して福祉を学び、考える機会の充実       

【（子育）若者活躍・男女共同参画課、（健福）地域福祉推進課】 

 

①地域や職場等で福祉を学び、考える機会の充実 

■現状 

 少子高齢化の急速な進行に伴う人口減少の加速化、家族形態の多様化、価値

観の変化等により、地域福祉の基盤となる地域コミュニティの機能が弱まって

います。 

 これからの住民主体の地域福祉活動を進めていくためには、子どもの学びと

しての福祉教育だけでなく、地域で暮らす大人や子どもが共に福祉について継

続的に学び、考えることが重要です。 

 こうした状況の中、行政機関や山形県社会福祉協議会（以下「県社協」とい

います。）・市町村社会福祉協議会（以下「市町村社協」といいます。）をはじめ

とする福祉関係団体・機関が、地域や職場等において福祉の心の醸成に向けた

普及・啓発活動に取り組んでおり、各種講座やボランティア活動、体験活動な

どを通して、幅広い年齢層に対し福祉の心を育む機会を提供しています。 

 

■課題 

地域社会は、高齢者や子ども、障がいのある人・ない人等、多様な人々で構

成されており、誰もが安心して生活できる環境にするために、助け合い、支え

合う思いやりの心を醸成し、豊かな福祉社会を創造していくことが必要です。 

そのためには、県民一人一人が自分の住む地域に関心を持ち、地域の生活課

題を自分たちの課題として捉え、協働して解決していく機運を高めることが重

要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、県社協と連携し、地域や職場において

福祉を学び、考える機会の充実を図り、市町村

社協・学校・ボランティア等が一緒になって地

域ぐるみで福祉教育に取り組む環境づくりを

推進します。 

地域福祉推進課 ○ － 

県は、山形県総合社会福祉基金（通称：紅花

ふれあい基金）と連携し、民間団体が行う福祉

教育に対する支援を行います。 

地域福祉推進課 － － 

 



 

■市町村への支援

○ 

教育を支援します。

 

 

 

②男女共同参画の推進

■現状

地域で暮らすあらゆる人が

には、

担し、一人

○ 

られること、

県民

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

・

・男女共同参画白書の作成・公表

 

 ＜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題

県民の

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

 

 

■市町村への支援

 県は、県社協

教育を支援します。

男女共同参画の推進

■現状 

地域で暮らすあらゆる人が

には、自らの意志と選択によって

担し、一人一人

 県では、男女共同参画の推進に

られること、

県民に理解を促すため、

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

・県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

・男女共同参画白書の作成・公表

＜男女の地位についての意識（職場）

■課題 

県民の「男女共同参画社会」

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

資料：（

■市町村への支援 

社協と連携し、市町村

教育を支援します。 

男女共同参画の推進           

地域で暮らすあらゆる人が

自らの意志と選択によって

一人が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

は、男女共同参画の推進に

られること、性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

を促すため、

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

・男女共同参画白書の作成・公表

男女の地位についての意識（職場）

「男女共同参画社会」

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

資料：（2014(H26)年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

と連携し、市町村

           

地域で暮らすあらゆる人が地域住民の一人として社会に参画し活動するため

自らの意志と選択によって家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

は、男女共同参画の推進に

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

を促すため、次のような普及啓発に取り組んで

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

・男女共同参画白書の作成・公表

男女の地位についての意識（職場）

「男女共同参画社会」の言葉

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査
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と連携し、市町村等が行う地域の様々な人を対象とした福祉

           

地域住民の一人として社会に参画し活動するため

家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

は、男女共同参画の推進に当たり、男女の個人としての尊厳が重んじ

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

次のような普及啓発に取り組んで

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

・男女共同参画白書の作成・公表 

男女の地位についての意識（職場）＞ 

言葉に対する

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

う地域の様々な人を対象とした福祉

                        

地域住民の一人として社会に参画し活動するため

家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

たり、男女の個人としての尊厳が重んじ

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

次のような普及啓発に取り組んで

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

に対する認知度は７割程度

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

う地域の様々な人を対象とした福祉

             

地域住民の一人として社会に参画し活動するため

家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

たり、男女の個人としての尊厳が重んじ

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

次のような普及啓発に取り組んでいます

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

認知度は７割程度となっており

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。

年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査

う地域の様々な人を対象とした福祉

             

地域住民の一人として社会に参画し活動するため

家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。

たり、男女の個人としての尊厳が重んじ

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

います。 

・男女共同参画週間の期間における市町村や関係機関等と連携した普及啓発

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進

となっており

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

慣習・しきたり等の分野では、男女の不平等感が根強く残っています。 

年ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する県民意識調査/山形県）

う地域の様々な人を対象とした福祉

              

地域住民の一人として社会に参画し活動するため

家庭・職場・地域で性別に関わりなく役割分

が持てる力をあらゆる分野で発揮していくことが必要です。 

たり、男女の個人としての尊厳が重んじ

性別による差別的取扱いを受けないことなどの基本理念を広く

普及啓発 

県男女共同参画センター「チェリア」開設による地域の男女共同参画の推進 

となっており、

性別による固定的な役割分担意識や、家庭生活や職場、政治の場、社会通念・

山形県） 

 



31 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、女性も男性も、性別に関わりなく個人

として尊重されながら、家庭・学校・職場・地

域で一人一人がそれぞれの個性や能力を発揮

しながら、自らの意思と選択によって、伸びや

かに生きることができる社会を目指します。 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ ○ 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

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 

371 人 460 人 520 人 

【趣旨】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。 
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２ お互いを尊重し共生する社会づくり 

 

（１）障がい者の地域社会における共生の実現                

【（健福）障がい福祉課】 

■現状 

障がいの有無にかかわらず、誰もが互いにその人格と個性を尊重し、支え合

いながら共に生きる社会をつくっていくことが必要です。 

しかし、今なお、障がい及び障がい者に対する誤解や偏見及び障がい者に対

する不当な差別的取扱いが、障がい者の社会参加や自立を妨げる様々な社会的

障壁となっています。 

 このような状況において、県民一人一人が障がいを理由とする差別を身近な

問題として捉え、障がいや障がい者に対する理解を深めるとともに、障がい者

の性別、年齢及び障がいの状態に応じた適切な配慮について学び、実践するこ

とは、障がいを理由とする差別を解消するために重要な一歩となります。 

○ 障害者差別解消法の制定等の社会情勢を踏まえ、県では、2016(H28)年４月

に、「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を施行し、

障がいを理由とする差別の解消に県民一体となって取り組み、障がいの有無

にかかわらず誰もが共生する社会の実現を目指しています。 

また、2016(H28)年５月には、医療・福祉、教育、産業、交通、スポーツ・

芸術、行政など、各分野の団体等を構成員とする「障がいのある人もない人も

共に生きる社会づくり県民会議」を設置し、障がい者差別解消のための体制を

整備しました。 

 

■課題 

 障がい及び障がい者に対する県民の関心と理解を深めるため、啓発や知識の

普及等の施策を行っていますが、障がいを理由とする差別の解消に対する県民

の理解がまだ十分ではありません。 

また、共生社会を実現するためには、障がい者が社会参加しやすい環境を整

備していく必要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、障がいを理由とする差別を解消するた

め、心のバリアフリー推進員の養成及び活動支

援などにより、県民に広く周知し、理解を促進

します。 

障がい福祉課 ○ ○ 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「障がいのある人もない人も共に生き

る社会づくり県民会議」において、各関係機

関・団体等の差別の解消に関する取組や課題等

について情報共有を図るとともに、その実施を

支援します。 

障がい福祉課 ○ － 

県は、障がい者の就労機会の拡大、障がい者

スポーツの普及振興、障がい者芸術活動の推進

等により、障がい者の社会参加の促進に向けた

各種事業に取り組みます。 

障がい福祉課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、心のバリアフリー推進員養成研修会を開催します。 

○ 県は、関係機関・団体等の差別解消に関する取組事例の情報提供や課題等

についての情報共有を図ります。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

心のバリアフリー推進員養成
数（累計：2016(H28)年度～） 

798 人 2,000 人 推進 

【趣旨】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。 
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（２）人権尊重の意識の高揚                        

【（危機）くらし安心課、（子育）子ども家庭課、若者活躍・男女共同参画課、（健福） 

地域福祉推進課、長寿社会政策課、（観文）インバウンド・国際交流推進課、（教育） 

義務教育課、高校教育課、（県警）警務課】 

 

①人権啓発活動の実施                           

■現状 

「人権」とは、「全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求す

る権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」

であり、誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られる

ものです。 

また、日本社会の国際化、情報化、高齢化、少子化が進展する中で、様々な

人権問題に関する取組は、ますます重要になってきています。 

○ 県では、法務省からの委託を受け、高齢者や障がい者、児童、外国人、犯

罪被害者等の人権啓発のための講演会や高校・大学・専門学校等における出

前講座、福祉施設等職員に対する研修等を行うとともに、専門的な相談窓口

の設置・周知などの人権啓発活動を行っています。 

また、市町村においても、小・中学校での人権の花運動などの人権啓発活

動を実施しています。 

○ 県は、山形県人権啓発活動ネットワーク協議会（事務局：山形地方法務局）

に参画し、県内で展開されている様々な人権啓発活動を推進しています。 

 

■課題 

 社会では、保護者からの虐待によって子どもの命が奪われたり、パートナー

からの暴力によって心や身体に深い傷を受けることがあります。高齢だから、

障がいがあるから、外国人だからという理由で差別を受けることもあります。 

 また、職場等におけるハラスメントは、受けた本人だけでなく、その家族ま

で影響が及びかねない人権問題でもあります。 

 多様な主体が互いに連携し合い、スポーツやボランティアなど様々な活動を

通して充実した人権教育・啓発を実施し、誰もが相互に人格と個性を尊重し支

え合う「心のバリアフリー」と犯罪被害者への理解を深める取組を更に推進す

る必要があります。 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、県民一人一人が人権を尊重することの

重要性を正しく認識し、これを前提として他人

の人権にも十分に配慮した行動をとることが

できるよう、人権啓発活動に取り組みます。 

全ての担当課 ○ － 

県は、県民に対し、「やまがた性暴力被害者

サポートセンター」の周知を図るとともに、被

害者への必要な支援に関する理解を深めるた

めの啓発活動を推進します。 

くらし安心課 － － 

県は、オレンジリボンキャンペーンの実施に

より、県民一人一人が児童虐待防止や子どもの

人権擁護について感心を持ち、子育てにやさし

い社会となるよう機運醸成を図ります。 

子ども家庭課 － － 

県は、ＤＶ防止啓発用リーフレットの作成・

配布やＤＶに関するセミナーの実施、各種広報

媒体を活用した広報等を行い、県民がＤＶにつ

いて認識を深める機会を提供します。 

子ども家庭課 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

県は、人権啓発に関する講演を実施するなど

様々な機会を捉え、広く県民に人権意識の啓発

を図ります。 

地域福祉推進課 － － 

県は、介護施設等の職員に対する研修会の開

催や、高齢者虐待の未然防止、早期発見のため、

啓発パンフレットの作成・配布を行い、県民に

周知・啓発を行います。 

長寿社会政策課 － － 

県は、市町村に対し住民登録担当課において

外国人が住民登録をする際や日本語教室にお

いて、一元的に対応する外国人相談窓口の周知

を働きかけるなど、関係機関との連携を強化し

ます。 

インバウンド・

国際交流推進課 

○ － 

県は、多くの方が利用するスーパーの店舗等

において、外国人相談窓口を周知できるよう周

知チラシ設置の協力を要請します。 

インバウンド・

国際交流推進課 

－ 

県は、中高校生等を対象とした「命の大切さ

を学ぶ教室」の実施や犯罪被害者への理解を促

すテキストの作成・配布などを通して、犯罪被

害者等を思いやる心の醸成、人権意識の啓発を

図ります。 

警務課 － － 
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■市町村への支援 

○ 県は、人権啓発活動地方委託費を活用し、市町村における人権啓発活動を

支援します。 

○ 県は、一元的に対応する外国人相談窓口の周知を図るとともに、相談窓口

における在住外国人、市町村担当者との三者通話の活用などにより、市町村

における外国人相談対応の負担軽減を図ります。 

 

 

 

②学校における人権教育                         

■現状 

学校は人権教育実践の場として、子どもたち一人一人の個性を尊重し、子ど

もの自主性や主体性を重視しながら望ましい人間関係づくりを進めるとともに、

全ての子どもが安全で安心に生活できる環境づくりを進めていきます。 

そのためには、それぞれの発達段階や子どもの性格・生活実態などに即した

教育内容・方法とすることが重要です。 

また、一人一人の子どもが置かれた立場や、経験、思いを十分に受け止め、

これに配慮しつつ人権教育を進める必要があります。 

○ 県では、「人権」という普遍的文化を構築し、「子どもたちの幸せ」と第６

次山形県教育振興計画が目指す「人間力に満ちあふれ、山形の未来をひらく

人づくり」を進めていくことを目的とし、2016(H28)年３月に、「山形県人権

教育推進方針」を策定しました。 

特に、いじめ防止に向けた取組としては、 

リーフレットを作成し、授業での活用事例 

も含めて周知するとともに、「生命」の 

大切さを学ぶ教育プログラムの紹介リーフ 

レットを作成し、ホームページでも発信し 

ています。 

また、各種人権尊重に関わる文部科学省

の通知等について、各学校へその内容の周

知や指導を随時行っています。 

○ 県は、小・中学校を対象とした「人権

教育研究指定校事業」を「いのちの教育

総合推進事業」に位置付け、人権意識を

培うための学校教育の在り方について実

践的な研究に取り組んできました。 
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○ 県は、学習指導要領の規定に基づき、各高等学校における道徳教育全体計

画の作成を行うとともに、高等学校における授業（公民科・家庭科・保健体

育科）や特別活動などを通して、人権教育を推進しています。 

 

■課題 

○ 学校・家庭・地域が連携・協力し、人権意識の向上を図る必要があります。 

○ 「人権教育研究指定校事業」の成果等の普及を図るとともに、教科等で取

り組む人権教育の在り方について研究する必要があります。 

○ 体系的な人権教育研修をもとに、人権に配慮した生徒指導の充実を図る必

要があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「山形県人権教育基本方針」を活用し

た人権教育理解の促進を図ります。 

義務教育課 

高校教育課 

－ ○ 

県は、「いのちの教育総合推進事業」におい

て、教育事務所・教育委員会と連携して、研究

の深化とその普及を図ります。 

義務教育課 ○ 

2022 年からの成年年齢の引下げを見据え、県

は、高校生に対し、より具体的な人権教育を推

進していくため、特別活動等の充実など生徒の

人権意識の向上を図ります。 

高校教育課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、「人権教育研究指定校事業」を実施し、人権意識を培うための学校教

育の在り方についての研究を推進します。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年

度 

人が困っているとき、進んで助
ける児童生徒の割合【再掲】 

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％ 

【趣旨】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。 
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３ 福祉を担う専門的人材の育成・確保 

 

（１）福祉人材の確保・定着支援                     

 【（子育）子育て支援課、子ども家庭課、（健福）地域福祉推進課、長寿社会政策課、 

障がい福祉課、（商工）雇用対策課】 

 

■現状 

少子高齢化の進展等により、保育・福祉ニーズの増加や多様化・高度化に伴

って、特に保育や介護分野において、人材の需要が更に高まる見通しとなって

います。また、福祉サービス事業者には利用者本位の質の高い福祉サービスの

提供が求められることから、サービス提供の根幹である福祉人材の育成・確保・

定着が必要です。 

県内の高校・短期大学・大学等においては保育士や介護福祉士、社会福祉士

等の専門的人材の養成が行われており、福祉現場の重要な担い手となっていま

す。 

○ 保育分野においては、2017(H28)年３月に策定した「山形県保育士サポート

プログラム」に基づき、保育士の人材育成・確保、就業継続及び離職防止を

図るため、関係機関・団体等と連携・協働して保育士確保策を展開していま

す。また、国の制度を活用しながら、保育士修学資金の貸付や離職した保育

士の再就職支援、キャリアアップ研修による処遇改善など保育士の離職防止

に取り組んでいます。 

その他、放課後児童クラブ支援員の育成や職員の処遇向上のための支援を行

うとともに、地域の子育て支援の担い手となる人材として、地域子育て支援員

を養成する研修を実施しています。 

また、厚生労働省からの委託を受け、保育分野での再就業を目指す方を対象

とした２年間の職業訓練事業として、2018(H30)年度から保育士養成科を開講

しています。 

○ 介護分野においては、2014（H26）年３月に策定した「山形県介護職員サポ

ートプログラム」に掲げる①理解促進、②育成確保、③定着・離職防止、④

介護技術・資質向上、⑤雇用環境の改善の５つを施策の柱とし、関係機関・

団体等と連携・協働し、総合的かつ一体的な介護職員支援策を展開していま

す。 

また、厚生労働省からの委託を受け、介護福祉分野での再就業を目指す方を

対象とした２年間の職業訓練事業として、2016（H28）年度から介護福祉士養

成科を開講しています。 
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○ 県社協が設置している、県社会福祉研修センターでは、県の委託を受け、

福祉施設関係団体及び福祉行政機関等を構成委員とする運営委員会を設置し、

研修ニーズを把握した上で研修計画を策定し、社会福祉事業に従事している

職員に対し、階層別・課題別に研修を実施しています。 

○ 福祉サービスを提供する事業者については、法令を遵守した適切な事業運

営が確保されるよう指導監督を行うとともに、従業者の資質向上のため、研

修の機会を確保するよう指導しています。 

 

■課題 

○ 就学前の保育や、就学後の放課後児童クラブ等、保育ニーズは高まってお

り、保育士等の人材の育成と確保はますます重要になっています。 

○ 少子高齢化と介護サービスの量的拡大により、必要となる人材数が不足す

ることが想定されます。 

○ 若年層に対し、介護の仕事の魅力を伝える取組などで将来的な介護人材の

確保を図ることが必要です。 

○ 県では、離転職者職業訓練事業として「介護福祉士養成科」を開講してい

ますが、訓練期間が長期に渡るなどの理由から、受講者数が定員を下回って

います。 

○ 高齢化の進展や生産年齢人口（15～64 歳）の減少に伴い、今後、福祉の現

場における人材の確保に当たっては、高齢者の雇用促進を図っていくことも

重要です。 

○ 福祉人材の育成や定着支援では、従事者が年齢にとらわれずに学び直しを

行い、自らが主体的にキャリアを形成していく「リカレント教育」の重要性

が増しています。 

また、福祉分野における多様化・複雑化する研修ニーズに対応するため、効

果的な研修の内容、方法及び在り方について検討を行う必要があります。 

○ 福祉サービスの利用者数の増加に伴う事業所数の増加がサービスの質の低

下につながらないようにする必要があります。 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「山形県保育士サポートプログラム」

に掲げる保育士の人材育成・確保、就業継続及

び離職防止を図るため、保育士関係団体、保育

士養成機関、行政機関等の関係機関・団体等と

連携・協働して保育士確保を展開します。 

また、放課後児童クラブ支援員の育成や処遇

改善のための取組や、地域子育て支援員の養成

等を実施し、人材の確保・定着を図ります。 

子育て支援課 ○ － 

県は、「山形県介護職員サポートプログラム」

に掲げる①理解促進、②育成確保、③定着・離

職防止、④介護技術・資質向上、⑤雇用環境の

改善の５つを施策の柱とし、専門職団体、施設

団体、福祉関係団体、介護福祉士養成機関、行

政機関等の関係機関・団体等と連携・協働によ

り総合的かつ一体的な取組の充実を図ります。 

長寿社会政策課 － 

介護福祉士養成科の訓練の受講に当たって

は、公共職業安定所からの受講指示等を受ける

ことが必要です。県は、県内公共職業安定所と

連携を図りながら、求職者に対して職業訓練事

業のＰＲを行うなど、受講者の増加につながる

よう努めます。 

雇用対策課 － 

県は、県福祉人材センターと連携し、福祉人

材の確保・定着支援を推進します。 

地域福祉推進課 － 

県は、研修を委託している県社会福祉研修セ

ンターにおいて、多様化する研修ニーズや研修

生アンケート結果などを踏まえ、内容の充実を

図り、より効果的な研修が実施できるよう、福

祉関係団体等で実施している独自研修との相

互の役割分担・調整を図ります。 

地域福祉推進課 － 

県は、福祉サービスの事業者に対する指導の

場などを通して、適正な事業運営の確保を図る

とともに、研修への参加を呼びかけるなど、従

業者の資質の向上を図ります。 

全ての福祉担当

課 

－ － 
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■市町村への支援 

○ 県は、広域的な視点に立って、市町村単位では行うことが難しい人材確保

の取組を推進します。 
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（２）山形県福祉人材センターの活動強化                 

 【（子育）子育て支援課、（健福）地域福祉推進課】 

■現状 

県が県社協に委託して設置している「山形県福祉人材センター」では、求人

求職情報サイト「福祉のお仕事」を活用した情報提供や求人情報ニュースを発

行しながら、無料で職業紹介を行っています。 

また、福祉人材緊急確保事業として、福祉人材センターに「キャリア支援専

門員」及び保育士の再就業を支援するための「保育士再就職支援コーディネー

ター」を配置し、個々の求職者に合わせた職場の開拓や就労あっせん、施設・

事業所に対して働きやすい職場づくりに向けた勤務環境等の指導・助言を行っ

ています。 

2017(H29)年度からは、離職した介護福祉士等の再就業を促進し、効果的な支

援を行う観点から、離職した介護福祉士等の氏名・住所等を届け出ることが努

力義務とされ、本県においても、福祉人材センターで当該業務を行い、登録の

呼びかけや研修を実施しています。 

 

＜福祉人材センターへの求人者数・求職者数等の推移（各年度末）＞ 

年度 2012(H24) 2013(H25) 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 

新規求人数 2,191 人 2,813 人 3,122 人 3,365 人 3,675 人 3,731 人 

新規求職者数 752 人 817 人 846 人 691 人 819 人 811 人 

紹介状発行件数 232 件 191 件 217 件 134 件 122 件 212 件 

 うち就職件数 121 件 145 件 155 件 110 件 115 件 192 件 

求人相談件数 2,699 件 2,621 件 3,491 件 2,892 件 2,639 件 2,493 件 

求職相談件数 2,882 件 2,498 件 3,553 件 3,432 件 3,545 件 4,043 件 

資料：県地域福祉推進課 

■課題 

○ 福祉人材センターへの求人数が大きく増加する一方、求職者数は横ばいで

推移しており、介護や保育現場での人手不足の状況が課題となっています。 

また、全国的には介護福祉士有資格者の約 4 割が潜在化している現状があり、

潜在有資格者の掘り起しを行い、介護現場での就労につなげていくことも求め

られます。 

更に、福祉人材の定着を図るため、就職後のキャリアアップと離職者の円滑

な再就業のための取組が必要です。 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、求人求職情報サイト「福祉のお仕事」

を活用して、求職者が具体的な就労につながる

就職斡旋を行うとともに、有資格者や福祉・介

護就労希望者と事業所のマッチングを推進し

ます。 

地域福祉推進課 ○ ○ 

県は、福祉人材センターに配置されているキ

ャリア支援専門員のハローワーク訪問、福祉関

係の事業所へ就職を希望する方の相談を受け

る巡回相談を実施するとともに、施設見学や職

員との交流等を通して、福祉や介護職について

の理解を深める機会を提供します。 

また、施設見学会や面接会により各人に合わ

せた丁寧なマッチングを行います。 

地域福祉推進課 

県は、離職した介護福祉士等の届出制度を推

進するとともに、離職者への情報提供や施設見

学会の開催等により福祉分野への人材の定着

を図ります。 

地域福祉推進課 

県は、福祉人材センター保育士再就職支援コ

ーディネーターを配置し、再就職を希望する保

育士の就職相談を実施するとともに、再就職の

ための研修を行います。 

また、保育士を必要とする保育所と潜在保育

士とのコーディネートを行います。  

子育て支援課 ― 

県は、保育士を対象とした相談窓口を設け、

仕事等に関する相談を受けることで保育士を

サポートし、現任保育士の就労継続につなげま

す。 

子育て支援課 ― 

 

■市町村への支援 

○ 県は、広域的な視点に立って、市町村単位では行うことが難しい人材確保

の取組を推進します。【再掲】 
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■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

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～） 

417 人 685 人 915 人 

【趣旨】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。 

 

  


