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第２章 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                         

【（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】 

 

■現状 

 利用者が自分に合った福祉サービスを選択できるように、利用者と事業者間

の福祉サービスに関する調整を行う「苦情解決制度」の充実を図り、利用者の

立場に立った福祉サービス制度の体制整備を進めることが必要です。 

○ 事業者において解決が困難な苦情等に対応するため、県社協に「山形県福

祉サービス運営適正化委員会」を設置し、苦情解決に向けた調査、助言、あ

っせんを行うとともに、制度の周知を図るための広報活動を推進しており、

県はこれを支援しています。 

県福祉サービス運営適正化委員会が受け付けた苦情・相談の件数は、年々増

加しており、内容は職員の接遇に関わるものが最も多くなっています。 

 ＜県福祉サービス運営適正化委員会が受け付けた苦情・相談件数＞ 

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

件数 66 件 81 件 74 件 105 件 164 件 

 

○ 県は、福祉サービスを提供する事業者に対し、相談窓口や苦情解決の体制

及び手順等の概要について、福祉サービス利用契約書や重要事項説明書に記

載し、利用者に説明するよう指導しています。 

 

■課題 

○ 県内の福祉サービス事業所・施設における苦情受付体制の整備状況は、

2013(H25)年度に実施した社会福祉事業を行う法人へのアンケート調査（回答

率 57.8％）によれば、苦情受付担当者の設置率は 97.3％、苦情解決責任者の

設置率は 96.0％ですが、第三者委員の設置率は 70.9％であり、まだ十分とは

いえない状況にあり、苦情解決体制の整備を促進する必要があります。 

○ 福祉サービスの利用者が適時に苦情などを言える環境づくりを進めるため、

利用者・事業者双方に苦情解決制度の更なる周知を図るとともに、事業者へ

の指導を徹底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、福祉サービス利用契約書の記載事項や

契約の際の事前説明など、事業者側の説明責任

に関することについては、事業者に対する指導

の場などを通して意識啓発に努めるとともに、

事業者段階での自主的な解決を促す第三者委

員の設置等の体制づくりを推進します。 

全ての担当課 － － 

県は、利用者の苦情に迅速・的確に対応でき

るよう、県福祉サービス運営適正化委員会の事

業内容の一層の充実を図るため、体制整備を支

援します。 

地域福祉推進課 ○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村等に対してポスター・チラシ等を配布するなど県福祉サービ

ス運営適正化委員会の事業内容や苦情解決制度を広く周知します。 
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（２）福祉サービス第三者評価事業の推進                  

 【（健福）地域福祉推進課】 

 

■現状 

利用者本位の質の高いサービス提供のためには、各福祉サービス事業者は自

ら提供するサービスについて点検し、改善していく必要があります。 

また、サービスの評価は、利用者のサービス選択の際の重要な情報であり、

事業者の継続的な事業点検とサービス水準の向上のために不可欠なものです。 

○ 第三者評価機関の認証、基準の策定、評価結果の公開等の役割を担う福祉

サービス第三者評価事業の推進組織を県に設置し、2017(H29)年度末現在、５

つの評価機関を認証しています。 

2017(H29)年度末までの第三者評価の受信施設は、特別養護老人ホームや保

育所、児童養護施設など 31 施設、受審件数は 49 件となっています。 

○ 県は、2018（H30）年６月に、評価調査者の養成研修におけるカリキュラム

と当該研修を民間団体が実施するための指定手続き等を定めた「山形県福祉

サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領」を策定し、評価機関が自ら

評価調査者を育成できるよう環境の整備を図りました。 

 

■課題 

○ 社会的養護関係施設以外の施設には第三者評価の受審が義務付けられてお

らず、また、事業者には受審費用に加え、評価項目や手順の多さなどの負担

感もあり受審率は低調となっており、受審の促進を図っていくことが必要で

す。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、第三者評価事業の定着に向け、福祉施

設等の受審促進、評価機関のあり方や評価調査

者の養成等を含めた福祉サービス第三者評価

事業全般の在り方について検討します。 

地域福祉推進課 － ○ 

県は、福祉サービス事業者に制度周知や受審

を働きかけるなど、評価機関と連携して事業の

普及促進に努めます。 

地域福祉推進課 ○ 
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■市町村への支援 

○ 県は、福祉サービス事業者に制度周知や受審を働きかけるなど、評価機関

と連携して事業の普及促進に努めます。 

■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 

福祉サービス第三者評価事業
の受審件数（累計） 

49 件 61 件 69 件 

【趣旨】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。 
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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                    

 【（健福）地域福祉推進課】 

 

■現状 

認知症の高齢者、障がい者など判断能力が十分でないため自らの判断で適切

なサービスを利用できない場合があります。 

○ こうした方々が、安心して適切に福祉サービスを選択し利用できるように

するために、県社協及び基幹的社協が本人との契約に基づき、必要な手続き

の代行や相談・助言、日常的な金銭管理などを行う「日常生活自立支援事業」

を実施しており、県はこれを支援しています。 

＜日常生活自立支援事業（各年度末）実利用者数＞ 

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

人数 567 人 641 人 688 人 719 人 779 人 

資料：県地域福祉推進課 

 

■課題 

事業の実施に当たっては、基幹的社協に配置された専門員が支援計画を作成

し、その計画に基づき市町村社協の生活支援員が具体的支援を行っていますが、

複合的で困難な課題を抱え金銭管理ができない利用世帯や生活保護受給世帯の

利用が増えており、生活支援員だけでは対応できないケースも増えています。

今後、担当する職員の資質向上と地域包括支援センター等の関係機関との連携、

生活支援員の確保等が課題となっています。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、社協をはじめとする関係機関と協力

し、様々な広報媒体等を活用して日常生活自立

支援事業の啓発に努めます。 

地域福祉推進課 － ○ 

県は、利用者ニーズの把握、実施方法等の改

善に努めるとともに、利用者の日常的金銭管理

等を行う担当職員及び生活支援員の資質向上

を支援します。 

地域福祉推進課 － 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、認知症の進行などにより利用者が著し

く判断能力を欠くようになった場合は、成年後

見制度への円滑な移行を図るため、関係機関と

の連携を強化します。 

地域福祉推進課 － － 

 

■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 

日常生活自立支援事業実利用

者数 
779 人 917 人 1,009 人 

【趣旨】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。 
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（２）成年後見制度の活用促進                       

 【（健福）長寿社会政策課、障がい福祉課】 

 

■現状 

成年後見制度は判断能力が不十分な方が安心して生活ができるように、療養

看護、財産管理等を本人に代わって法的な権限を与えられた後見人等が行う制

度です。 

2016(H28)年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、

これに基づき、2017(H29)年３月には「成年後見制度利用促進基本計画」が国に

おいて策定されました。その中で、県は、市町村が講ずる措置を推進するため、

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、後見人となる人材の育成、必要な

助言、その他の援助を行うよう努めるものとされています。 

○ 高齢者分野においては、認知症高齢者の増加や高齢者虐待が社会問題とし

て取り上げられており、高齢者の権利擁護が重要となっています。 

○ 障がい者分野においては、知的障がいや精神障がい等についての各法律で

利用の促進が定められています。 

 

■課題 

高齢化の進展により、成年後見制度の利用を必要とする人が今後ますます増

えることが見込まれるため、制度の周知・徹底、後見人等の受任者の確保等に

より成年後見制度の円滑な運用を図る必要があります。 

また、後見申立は本人、配偶者、親族のほか市町村長に限られており、利用

者にメリットのある制度とするためにも権利擁護支援の地域連携ネットワーク

における中核機関の設置が重要になっています。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、成年後見制度を必要とする高齢者や障

がい者が制度を利用できるよう、家庭裁判所や

市町村とともに制度の普及や活用、中核機関の

設置を促進する取組を進めます。 

長寿社会政策課 

障がい福祉課 

○ － 

県は、社協等による法人後見及び市町村等に

よる市民後見人の養成等の取組と連携し、受任

者の確保に努めます。 

長寿社会政策課 

障がい福祉課 

○ － 
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■市町村への支援 

○ 県は、「成年後見制度利用促進基本計画」に係る地域連携ネットワーク整備

のための中核機関の設置について、関係機関と連携しながら広域連携も含め

市町村の取組を支援します。 

○ 県は、市町村職員等に対する市民後見人の養成等に関する研修を実施しま

す。 
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（３）地域生活を可能とする環境整備の推進                 

【（健福）長寿社会政策課、障がい福祉課、（県土）建築住宅課】 

 

■現状 

○ 介護保険制度の中で、多様な主体が地域の実情にあったサービスを提供で

きるよう、2015(H27)年度に介護保険法が改正されました。 

  高齢者の在宅生活を支えるため、県では、生活支援の体制整備に向け、市

町村等の関係機関や地域住民を対象とした研修等を実施しています。 

  また、介護予防・生活支援サービスの充実に向け市町村が配置する、ボラ

ンティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネット

ワーク構築などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」

の資質向上のための研修を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「高齢者の住まいの安定確保に関する法律」の改正により、2011(H23)年 10

月に「サービス付高齢者向け住宅」制度が創設されました。 

サービス付高齢者向け住宅の登録に当たり、県では、法定の登録基準に加え、

県独自の付加的基準を設け、適切な制度運用を行っています。 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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＜サービス付高齢者向け住宅登録推移＞             （単位：戸） 

年次（年度末） 

2014

（H26） 

 

2015

（H27） 

 

2016

（H28） 

 

2017 

（H29） 

 

2020

（H32） 

見込 

上段：累計総数 

下段：うち年度ごと新設戸数 

1,036 1,159 1,381 1,369 1,563 

49 172 222 0 64 

廃業戸数 0 49 0 12 0 

 

○ 県では、障がい者が地域で安心して暮らしていく環境を整備するため、グ

ループホームの創設や改修、地域相談支援事業所の整備を進めてきました。

こうした取組により、県内の事業所数・利用者数が増加しています。 

 

  ＜障がい者グループホーム等の整備状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

○ 介護保険制度に基づき、それぞれの地域課題に対応したサービスの創出を

促進していく必要があります。 

○ 多様な主体による多様なサービスの構築に向けて中心的な役割を担う生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が効果的に機能していくために

は、生活支援コーディネーターが地域課題を把握する技術や関係者間の調整能

力の向上が必要です。 

○ 一人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯の増加が見込まれる中で、高齢

者の居住ニーズは多岐に渡ります。 

 また、持ち家率の高い本県においても、賃貸住宅に居住する高齢者は増加す

ると見込まれます。 

グループホーム事業所数 

 65 か所 (2013(H25)年 4 月 1 日時点) ⇒ 87 か所 (2018(H30)年 4 月 1 日時点)  

グループホーム利用者数（１か月当たりの利用者数） 

 997 人(2013(H25)年 10 月) ⇒ 1,282 人(2018(H30)年 3 月)  

計画相談支援事業所数 

51 か所 (2013(H25)年 4 月 1 日時点)⇒ 86 か所 (2018(H30)年 4 月 1 日時点) 

地域移行支援事業所数   

31 か所 (2013(H25)年 4 月 1 日時点)⇒ 39 か所 (2018(H30)年 4 月 1 日時点) 

地域定着支援事業所数 

 29 か所(2013(H25)年 4 月 1 日時点)⇒ 33 か所 (2018(H30)年 4 月 1 日時点) 



 

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

らせる環境

＜本県における家計を主に支

○ 

利用者数に対応できるよう、

要があります。

■今後の推進方向

県は、

供体制整備の中心を担う

ーター（地域支え合い推進員）

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

支援します。

県は、

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促

進します。

 

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

らせる環境を

 

＜本県における家計を主に支

 

 障がい者については、

利用者数に対応できるよう、

要があります。

■今後の推進方向

県は、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

ーター（地域支え合い推進員）

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

支援します。

県は、高齢者が元気に暮らすことができ、介

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促

進します。 

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

を整備する

＜本県における家計を主に支

障がい者については、

利用者数に対応できるよう、

要があります。 

■今後の推進方向 

項  

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

ーター（地域支え合い推進員）

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

支援します。 

高齢者が元気に暮らすことができ、介

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

する必要があります

＜本県における家計を主に支える者の年齢（借家）＞

障がい者については、第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

利用者数に対応できるよう、グループホーム等の

  目 

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（地域支え合い推進員）」の地域課題を

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

高齢者が元気に暮らすことができ、介

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促
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そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

があります。 

える者の年齢（借家）＞

第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

グループホーム等の

 

多様な主体による多様なサービスの提

生活支援コーディネ

の地域課題を

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

高齢者が元気に暮らすことができ、介

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

える者の年齢（借家）＞ 

第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

グループホーム等の事業所数を確保

担当課

多様な主体による多様なサービスの提

生活支援コーディネ

の地域課題を

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

長寿社会政策課

高齢者が元気に暮らすことができ、介

護もしやすい住環境を整備するとともに、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を促

建築住宅課

出典：住宅・土地統計調査（総務省）

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

事業所数を確保

担当課 

長寿社会政策課 

建築住宅課 

出典：住宅・土地統計調査（総務省）

そのため、現在の住宅で安全に安心して暮らし続けるための住環境の整備に

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

事業所数を確保していく必

市町村 
支 援 

 ○ 

－ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省）

整備に

加えて、ライフスタイルやライフステージに応じて、希望する場所や住宅で暮

 

第５期山形県障がい福祉計画で見込んでいる今後の

していく必

数値 
目標 

○ 

○ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省） 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、障がい者の地域生活の移行を更に進め

るため、今後見込まれるサービスの内容や利用

量を踏まえ、市町村等と連携しながら、グルー

プホームの創設・改修等を支援し、障がい福祉

サービスの確保・充実を図ります。 

障がい福祉課 － ○ 

 

■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 

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)～） 

84 人 234 人 334 人 

【趣旨】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。 

サービス付高齢者向け住宅の
供給量 

1,369 戸 1,563 戸 推進 

【趣旨】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。 

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） 

1,282 人 1,547 人 推進 

【趣旨】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。 

 

■市町村への支援 

○ 県は、生活支援コーディネーターのファシリテーション能力等の向上を図

るため、スキルアップ研修を実施します。 
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（４）福祉有償運送などの移動支援の推進                 

【（企画）総合交通政策課、（健福）地域福祉推進課】 

 

■現状 

○ 自らの移動手段を持たない高齢者等にとって、通院や買い物など日常生活

を営む上で、公共交通機関、特に路線バスは身近な移動手段として利用され

ています。 

しかし、路線バスは自家用車の普及や少子高齢化の進展に伴って利用者が減

少を続けており、路線の廃止が進められてきました。 

こうした状況のもと、予約制で、自宅等から市街地までを乗合で運行するデ

マンド型交通システムの導入が進んでおり、路線バスの廃止等に伴い、県内の

半数以上の市町村で運行されています。 
 

 ＜デマンド型交通システムの利用者数の推移＞ 

年度 
2011 

（H23） 

2012 

（H24） 

2013 

（H25） 

2014 

（H26） 

2015 

（H27） 

2016 

（H28） 

2017 

（H29） 

年間延利用者数（千人） 118 123 127 129 124 123 131 

運行市町村数 20 21 22 24 24 24 24 

 

 

○ 高齢者や障がい者の通院や障がい児の通学などのため、ボランティアやＮ

ＰＯ等による自家用車を利用した営利を目的としない有償での移動支援「福

祉有償運送」が行われています。 

福祉有償運送は道路交通法（昭和 26 年法律第 183 号）に基づく登録制で、

県内では、６地区で登録の要件である福祉有償運送の必要性などを協議する運

営協議会が設置され、2018(H30)年８月現在で 43 団体が登録を受けています。 
 

 ＜福祉有償運送の利用状況＞ 

   年度 
2011 

（H23） 

2012 

（H24） 

2013 

（H25） 

2014 

（H26） 

2015 

（H27） 

2016

（H28） 

2017

（H29） 

年間延利用者数（人） 94,195 95,003 83,279 80,232 82,199 81,394 85,684 

登録団体数 47 46 44 41 43 44 43 

 

■課題 

デマンド型交通システムの導入は県内全域において一定程度の導入が進みま

したが、新規検討している市町村もあり、路線バスとの役割分担の明確化とあ

わせて利用促進に向けた取組が求められます。 

資料：県総合交通政策課 

資料：県地域福祉推進課 
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○ 高齢化の進展や自動車運転免許の自主返納が進むなど、移動支援のニーズ

が高まっており、介助が必要な身体障がい者や要介護者の移動手段の１つと

なっている福祉有償運送のスタッフの確保が求められます。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、路線バスとデマンド型交通システムの

適切な役割分担のもと、地域の足としてのデマ

ンド型交通システムの普及拡大及び利用促進

を図ります。 

総合交通政策課 ○ ○ 

県は、福祉有償運送運営協議会の円滑な運営

を支援します。 

地域福祉推進課 － － 

県は、ホームページ等を活用し、福祉有償運

送の制度概要、登録申請手続き、利用方法など

について県民や事業者への情報提供を行いま

す。 

地域福祉推進課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村総合交付金の生活交通確保対策事業（定時定路線型・デマン

ド型・改善支援型）により、市町村の事業実施を支援します。 

 

■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 

デマンド型交通の年間延利用
者数 

131 千人 133 千人 135 千人 

【趣旨】デマンド型交通の新規導入と利用の促進を図ります。 

 

  



 

３ 

 

（１）

【（子育

障がい福祉課

 

■現状

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

○ 

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育

助言、関係機関との連絡調整等を実施し

援事業を実施しています。

○ 

果、多くの支援関係機

ており、必ずしも

でした。

○ 

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。

○ 

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

域の実情に応じ

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

＜地域生活支援拠点等のイメージ図＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

【（子育）子育て支援課、子ども家庭課、

障がい福祉課

■現状 

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

 児童分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育

助言、関係機関との連絡調整等を実施し

援事業を実施しています。

 母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

果、多くの支援関係機

ており、必ずしも

でした。 

 高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。

 障がい者分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

域の実情に応じ

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

＜地域生活支援拠点等のイメージ図＞

地域の実情を踏まえた支援の総合的な提供

市町村における包括的な相談支援体制の構築

子育て支援課、子ども家庭課、

障がい福祉課】 

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育

助言、関係機関との連絡調整等を実施し

援事業を実施しています。

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

果、多くの支援関係機

ており、必ずしも必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

域の実情に応じ、創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

＜地域生活支援拠点等のイメージ図＞

地域の実情を踏まえた支援の総合的な提供

包括的な相談支援体制の構築

子育て支援課、子ども家庭課、

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育

助言、関係機関との連絡調整等を実施し

援事業を実施しています。 

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

果、多くの支援関係機関が整備されましたが、各機関において個別に対応し

必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

＜地域生活支援拠点等のイメージ図＞
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地域の実情を踏まえた支援の総合的な提供

包括的な相談支援体制の構築

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、

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育

助言、関係機関との連絡調整等を実施し支援することを目的とする利用者支

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

関が整備されましたが、各機関において個別に対応し

必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

＜地域生活支援拠点等のイメージ図＞ 

地域の実情を踏まえた支援の総合的な提供 

包括的な相談支援体制の構築                    

（健福）地域福祉推進課、長寿社会政策課、

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

の緩和を図る地域子育て支援拠点事業や、子育てに関する情報提供や相談

支援することを目的とする利用者支

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

関が整備されましたが、各機関において個別に対応し

必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

括支援センターが各市町村に設置されています。 

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められてい

                    

（健福）地域福祉推進課、長寿社会政策課、

公的福祉サービスについては、これまで高齢者、障がい者、児童

とに、それぞれの相談機関により支援の充実が図られてきました。

分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

てに関する情報提供や相談

支援することを目的とする利用者支

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

関が整備されましたが、各機関において個別に対応し

必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の整備が求められています。 

資料：厚生労働省
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分野では、市町村が子育て親子の交流等を促進し、子育ての不安感等

てに関する情報提供や相談

支援することを目的とする利用者支

母子保健分野及び子育て支援分野では、多様な支援の充実に努めてきた結

関が整備されましたが、各機関において個別に対応し

必要な支援を切れ目なく提供できる体制となっていません

高齢者分野では、高齢者の総合的な相談、介護予防ケアマネジメント、権

利擁護、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対する支援等を担う地域包

分野においては、各市町村において障がい者等の重度化・高齢化

や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・

対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を地

創意工夫によって整備するなど、障がい者等の生活を地域
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○ 

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み

づくりが

  

  

■課題

○ 

福祉の各分野における相談支援を担う事業者が、相談等を通じて自らが解決

に資する支援を行うことが困難な課題を把握した場合には、必要に応じて適

切な支援関係機関に

○ 

てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保

健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通

のない支援を提供する体制を整備することが必要です。

○ 

共生社会に向けた取組に関する

まで以上に幅広い分野の関係機関と

力等の向上が求められています。

○ 

る機能の

町村は

 一部の市町村では、

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み

づくりが進められています。

 ＜多機関の協働による包括的な相談支援体制イメージ＞

  

■課題 

 複合的な課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、

福祉の各分野における相談支援を担う事業者が、相談等を通じて自らが解決

に資する支援を行うことが困難な課題を把握した場合には、必要に応じて適

切な支援関係機関に
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てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保

健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通

のない支援を提供する体制を整備することが必要です。

 地域包括支援センターでは、介護保険に関する相談が中心でしたが、

共生社会に向けた取組に関する

まで以上に幅広い分野の関係機関と

力等の向上が求められています。

 障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制は各市町村におけ

る機能の不足等

町村はありません。

一部の市町村では、

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み

進められています。

＜多機関の協働による包括的な相談支援体制イメージ＞
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健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通

のない支援を提供する体制を整備することが必要です。

地域包括支援センターでは、介護保険に関する相談が中心でしたが、

共生社会に向けた取組に関する

まで以上に幅広い分野の関係機関と

力等の向上が求められています。

障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制は各市町村におけ

不足等から、

ありません。 

一部の市町村では、複合的で複雑な課題等の解決のため、

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み

進められています。 

＜多機関の協働による包括的な相談支援体制イメージ＞

複合的な課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、

福祉の各分野における相談支援を担う事業者が、相談等を通じて自らが解決

に資する支援を行うことが困難な課題を把握した場合には、必要に応じて適

つなぐことが必要です。

全ての妊産婦及び子育て家庭の実情を継続的に把握し、妊娠、出産、子育

てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保

健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

援施策との一体的な提供を通して

のない支援を提供する体制を整備することが必要です。

地域包括支援センターでは、介護保険に関する相談が中心でしたが、

共生社会に向けた取組に関する幅広い相談内容に適切に対応するため、これ

まで以上に幅広い分野の関係機関と

力等の向上が求められています。

障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制は各市町村におけ

、2018(H30)
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複合的で複雑な課題等の解決のため、

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み
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福祉の各分野における相談支援を担う事業者が、相談等を通じて自らが解決

に資する支援を行うことが困難な課題を把握した場合には、必要に応じて適

全ての妊産婦及び子育て家庭の実情を継続的に把握し、妊娠、出産、子育

てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保

健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支

産、子育て期に渡る

のない支援を提供する体制を整備することが必要です。 

地域包括支援センターでは、介護保険に関する相談が中心でしたが、

幅広い相談内容に適切に対応するため、これ

職員一人一人の知識、相談対応

障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制は各市町村におけ

年４月現在において県内で整備されている市
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市町村社協等の

住民に身近な機関が窓口となって、多機関が協働・連携して支援する仕組み
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全ての妊産婦及び子育て家庭の実情を継続的に把握し、妊娠、出産、子育
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切れ目
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幅広い相談内容に適切に対応するため、これ
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○ 2018(H30)４月に改正施行された社会福祉法では、市町村が「住民に身近な

圏域」において地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

を図ることが規定されており、こうした取組を促進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、市町村と連携を図りながら福祉の各分

野における相談支援を担う事業者間の連携を

強化し、複合的な課題を抱える個人や世帯に対

し適切な支援を行います。 

全ての福祉担当

課 

－ － 

県は、市町村が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」の全市町村設置に向けて、センターの設

置・運営及びセンターで相談支援を担う母子保

健コーディネーターの人材養成等の支援を行

い、市町村における妊娠期から出産、子育て期

にわたる切れ目のない支援体制の整備を支援

します。 

子ども家庭課 ○ ○ 

県は、地域包括支援センターにおいて幅広い

相談内容に対応できるよう適切に支援します。 

長寿社会政策課 ○ ○ 

県は、市町村に対し、障がい者等の生活を地

域全体で支えるサービス提供体制の整備に関

する情報提供等を行い、市町村におけるサービ

ス提供体制の整備を促進します。 

また、拠点となる事業所がないなど機能不足

等の理由によって単独市町村での体制整備が

困難な場合は、近隣の市町村と連携した整備等

ができるよう支援を行います。 

障がい福祉課 ○ ○ 

県は、市町村が実施する包括的な相談支援体

制の構築に資するため、先進事例の情報提供や

研修等を通した人材育成等を支援します。 

地域福祉推進課 ○ ○ 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村が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・運営及びセンターで相談支援を担う母子保

健コーディネーターの人材養成等の支援を行い、市町村における妊娠期から

出産、子育て期にわたる切れ目のない支援体制の整備を支援します。 
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○ 県は、地域包括支援センターの職員の資質向上を図るため、幅広い分野との

連携を内容に組み込み、職員の経験年数や職種等に応じた研修を実施します。 

○ 県は、市町村に対し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供

体制の整備に関する情報提供等を行い、市町村におけるサービス提供体制の

整備を促進します。 

また、拠点となる事業所がないなど機能不足等の理由によって単独市町村で

の体制整備が困難な場合は、近隣の市町村と連携した整備等ができるよう支援

を行います。 

○ 県は、市町村が実施する包括的な相談支援体制の構築に資するため、先進

事例の情報提供や研修等を通した人材育成等を支援します。 

 

■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 

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） 

21 市町村 全市町村 全市町村 

【趣旨】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。 

地域包括支援センター現任職
員研修受講者数 
（累計：2015(H27)～） 

180 人 348 人 460 人 

【趣旨】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。 

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） 
０市町村 全市町村 全市町村 

【趣旨】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。 

包括的な相談支援窓口を設置
する市町村数 

７市町村 20 市町村 全市町村 

【趣旨】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。 

 

  



 

◆ 取組事例紹介

多機関の協働による包括的支援体制構築

  

業として

祉まるごと相談」といいます

もの面倒をみている、いわゆる

世帯全体が抱える課題を把握して、

どの様々な分野の関係者と

談できない」と話す相談者の声から、

を開催するなど新しい仕組み

ました

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

しています。

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も

福祉まるごと相談の充実深化に取

り組み、包括的支援体制

進めていきます。

 

 

 

取組事例紹介

多機関の協働による包括的支援体制構築

山形市社会福祉協議会では、

業として「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

祉まるごと相談」といいます

この事業では、

もの面倒をみている、いわゆる

世帯全体が抱える課題を把握して、

どの様々な分野の関係者と

「自分がいなくなったらと考えると不安だ」

談できない」と話す相談者の声から、

を開催するなど新しい仕組み

福祉まるごと相談では、事業開始

ました。相談

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

しています。

また、福祉まるごと相談員が

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も

福祉まるごと相談の充実深化に取

り組み、包括的支援体制

進めていきます。

 

・生活困窮に関する相談

・医療の必要性に関する相談

・障がい者等ではない（グレーゾーン）

に関する相談

・ひきこもりに関する相談

・家族トラブルに関する相談

・子育てに関する相談

福祉まるごと相談に寄せられた
主な相談内容

取組事例紹介２ 

多機関の協働による包括的支援体制構築

山形市社会福祉協議会では、

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

祉まるごと相談」といいます

この事業では、80 歳代の親が

もの面倒をみている、いわゆる

世帯全体が抱える課題を把握して、

どの様々な分野の関係者と

「自分がいなくなったらと考えると不安だ」

談できない」と話す相談者の声から、

を開催するなど新しい仕組み

福祉まるごと相談では、事業開始

相談に当たって

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

しています。 

福祉まるごと相談員が

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も

福祉まるごと相談の充実深化に取

り組み、包括的支援体制

進めていきます。 

・生活困窮に関する相談

・医療の必要性に関する相談

・障がい者等ではない（グレーゾーン）

に関する相談 

・ひきこもりに関する相談

・家族トラブルに関する相談

・子育てに関する相談

福祉まるごと相談に寄せられた
主な相談内容 

多機関の協働による包括的支援体制構築

山形市社会福祉協議会では、2016(H

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

祉まるごと相談」といいます。）」

歳代の親が

もの面倒をみている、いわゆる「

世帯全体が抱える課題を把握して、

どの様々な分野の関係者とつながって支援を行います。

「自分がいなくなったらと考えると不安だ」

談できない」と話す相談者の声から、

を開催するなど新しい仕組みづくり

福祉まるごと相談では、事業開始

に当たっては、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

福祉まるごと相談員が相談者に

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も

福祉まるごと相談の充実深化に取

り組み、包括的支援体制の構築を

・生活困窮に関する相談 

・医療の必要性に関する相談 

・障がい者等ではない（グレーゾーン）

・ひきこもりに関する相談 

・家族トラブルに関する相談 

・子育てに関する相談 

福祉まるごと相談に寄せられた
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多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

2016(H28)年

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

」に取り組んで

歳代の親が 50 歳代の引きこもり状態などにある子ど

「8050 世帯

世帯全体が抱える課題を把握して、福祉だけでなく、教育、医療、就労な

がって支援を行います。

「自分がいなくなったらと考えると不安だ」

談できない」と話す相談者の声から、8050

づくりにも取り組んでいま

福祉まるごと相談では、事業開始からの

は、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

相談者に寄り添い、多機関連携による支援

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も

福祉まるごと相談の充実深化に取 

構築を 

・障がい者等ではない（グレーゾーン） 

モデル事業（山形市社会福祉協議会

年 10 月から山形市からの委託事

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

に取り組んでいます。

歳代の引きこもり状態などにある子ど

世帯」など、相談

福祉だけでなく、教育、医療、就労な

がって支援を行います。

「自分がいなくなったらと考えると不安だ」、「子どものことを誰にも相

8050 世帯の親の会「かたつむりの会」

にも取り組んでいま

からの１年半で

は、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

寄り添い、多機関連携による支援

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

各種相談機関等に報告をしながら、今後も 

（山形市社会福祉協議会

月から山形市からの委託事

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

います。 

歳代の引きこもり状態などにある子ど

など、相談者本人だけでなく、

福祉だけでなく、教育、医療、就労な

がって支援を行います。 

「子どものことを誰にも相

世帯の親の会「かたつむりの会」

にも取り組んでいます。 

年半で 422 件の相談に対応し

は、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

寄り添い、多機関連携による支援

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

（山形市社会福祉協議会

月から山形市からの委託事

「多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業（以下、「福

歳代の引きこもり状態などにある子ど

者本人だけでなく、

福祉だけでなく、教育、医療、就労な

「子どものことを誰にも相

世帯の親の会「かたつむりの会」

 

の相談に対応し

は、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

寄り添い、多機関連携による支援

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、

（山形市社会福祉協議会） 

月から山形市からの委託事

（以下、「福

歳代の引きこもり状態などにある子ど

者本人だけでなく、

福祉だけでなく、教育、医療、就労な

「子どものことを誰にも相

世帯の親の会「かたつむりの会」

の相談に対応し

は、相談者からの相談を、まずはまるごとすべて

受け止めることを大事にして、「断らない福祉」と「寄り添い支援」を実践

寄り添い、多機関連携による支援

を行った特徴的な事例をまとめた「福祉まるごと相談事例集」を作成し、
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（２）分野横断的な福祉サービス等の展開                 

【（健福）長寿社会政策課、障がい福祉課、（農林）農業経営・担い手支援課】 

 

■現状 

人口減少や少子高齢化が進展する中、全ての人が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けていくためには、地域の支援ニーズの現状・将来的変動、人口の状

況、まちづくりの方針等を踏まえ、それぞれの地域がその実情に合った体制を

分野横断的かつ包括的な福祉サービスを提供していくことが必要です。 

《共生型サービスの推進》 

2017(H29)年５月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律（地域包括ケアシステム強化法）」では、使い慣れた

事業所においてサービスを利用しやすくする観点や、限りある福祉人材を有効

に活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、一部の介護サービ

ス及び障害福祉サービスにおいて、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共

生型サービス」が創設されました（2018(H30)年４月１日施行）。 

○ 介護保険優先の原則の下では、障がい者が 65 歳以上になって介護保険の被

保険者となった際に、これまで使い慣れた障害福祉サービス事業所を利用で

きなくなる場合がありました。 

○ 障害者支援施設等（介護保険適用除外施設）の65歳以上の入所者は介護保

険の被保険者になれない場合がありました。 
 

《高齢者の生活を支える介護予防・日常生活総合事業の充実》 

○ 介護保険制度の中で、多様な主体が地域の実情にあったサービスを提供で

きるよう、2016(H27)年度に介護保険法が改正されました。 

  高齢者の在宅生活を支えるため、県では、生活支援の体制整備に向け、市

町村等の関係機関や地域住民を対象とした研修等を実施しています。 

  また、介護予防・生活支援サービスの充実に向け市町村が配置する、ボラ

ンティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネッ

トワーク構築などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」

の資質向上のための研修を実施しています。【再掲】 
 

《農福連携の推進》 

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、その能力と適性に応じて就

労することが重要です。 

○ 県では、その支援策として、就労継続支援Ｂ型事業所が目安とする山形県

工賃向上計画の策定のほか、新製品開発等に必要な備品整備やアドバイザー

派遣等に対する助成を行っています。 



 

○ 

モデル事業を

ことで、障がい者が従事できる農作業が多くあることを確認しました。

者等と障がい者施設との仲介役となる「農福連携推進員」を１名配置して、農

業者等と障がい者施設の施設

産を行う施設に対する技術的助言等の支援を行っています。

形県農福連携プロジェクトチーム」を設置し、農福連携に取り組む体制を整備

したところであり、今後はこのプロジェクトチームが中心となって様々な事業

を展開していくこととしています

■課題

《共生型サービスの推進

○ 

一方の制度における人員基準、施設基準等を満たしていない場合があります。

○ 

門員（障害福祉制度側）が、支援に必要な情報を共有できる連携体制の構築

が必要です。
 
《高齢者の生活を支える介護予防・日常生活総合事業の充実

○ 

促進していく必要があります。

○ 

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が効果的に機能していくため

には、生活支援コーディネーターが地域課題を把握する技術や関係者間の調

整能力の向上が必要です。【再掲】
 
《農福連携の推進

○ 

者が地域で自立した生活を送るためには、十分な水準とはなっていません

○ 

保について検討が行われています。

 県は、2016

モデル事業を

ことで、障がい者が従事できる農作業が多くあることを確認しました。

2018（H30）年４月から

者等と障がい者施設との仲介役となる「農福連携推進員」を１名配置して、農

業者等と障がい者施設の施設

産を行う施設に対する技術的助言等の支援を行っています。

また、2018

形県農福連携プロジェクトチーム」を設置し、農福連携に取り組む体制を整備

したところであり、今後はこのプロジェクトチームが中心となって様々な事業

を展開していくこととしています

 

 

 

 

 

 

■課題 

共生型サービスの推進

 介護保険又は障害福祉制度のいずれかの指定を受けている事業所が、もう

一方の制度における人員基準、施設基準等を満たしていない場合があります。

 支援をマネジメントする介護支援専門員

門員（障害福祉制度側）が、支援に必要な情報を共有できる連携体制の構築

が必要です。

高齢者の生活を支える介護予防・日常生活総合事業の充実

 介護保険制度に基づき、それぞれの地域課題に対応したサービスの創出を

促進していく必要があります。

 多様な主体による多様なサービスの構築に向けて中心的な役割を担う生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が効果的に機能していくため

には、生活支援コーディネーターが地域課題を把握する技術や関係者間の調

整能力の向上が必要です。【再掲】

農福連携の推進

 県内の就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃は全国と比較して低く、障がい

者が地域で自立した生活を送るためには、十分な水準とはなっていません

 農業分野においては、労働力が不足する中で、様々な分野からの労働力確

保について検討が行われています。

2016（H28）及び

モデル事業を実施し、

ことで、障がい者が従事できる農作業が多くあることを確認しました。

）年４月から

者等と障がい者施設との仲介役となる「農福連携推進員」を１名配置して、農

業者等と障がい者施設の施設

産を行う施設に対する技術的助言等の支援を行っています。

2018（H30）年５月から、農業

形県農福連携プロジェクトチーム」を設置し、農福連携に取り組む体制を整備

したところであり、今後はこのプロジェクトチームが中心となって様々な事業

を展開していくこととしています

共生型サービスの推進

又は障害福祉制度のいずれかの指定を受けている事業所が、もう

一方の制度における人員基準、施設基準等を満たしていない場合があります。

支援をマネジメントする介護支援専門員

門員（障害福祉制度側）が、支援に必要な情報を共有できる連携体制の構築

が必要です。 

高齢者の生活を支える介護予防・日常生活総合事業の充実

介護保険制度に基づき、それぞれの地域課題に対応したサービスの創出を

促進していく必要があります。

多様な主体による多様なサービスの構築に向けて中心的な役割を担う生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が効果的に機能していくため

には、生活支援コーディネーターが地域課題を把握する技術や関係者間の調

整能力の向上が必要です。【再掲】

農福連携の推進》 

県内の就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃は全国と比較して低く、障がい

者が地域で自立した生活を送るためには、十分な水準とはなっていません

農業分野においては、労働力が不足する中で、様々な分野からの労働力確

保について検討が行われています。

▲苗の定植

及び 2017（

実施し、一連の作業を細かく分けたり手順をわかりやすくする

ことで、障がい者が従事できる農作業が多くあることを確認しました。

）年４月からは、「山形県農福連携推進センター」を設置し、農業

者等と障がい者施設との仲介役となる「農福連携推進員」を１名配置して、農

業者等と障がい者施設の施設外就労（農作業の請負）とのマッチングや農業生

産を行う施設に対する技術的助言等の支援を行っています。

）年５月から、農業

形県農福連携プロジェクトチーム」を設置し、農福連携に取り組む体制を整備

したところであり、今後はこのプロジェクトチームが中心となって様々な事業

を展開していくこととしています

共生型サービスの推進》 

又は障害福祉制度のいずれかの指定を受けている事業所が、もう

一方の制度における人員基準、施設基準等を満たしていない場合があります。

支援をマネジメントする介護支援専門員

門員（障害福祉制度側）が、支援に必要な情報を共有できる連携体制の構築

高齢者の生活を支える介護予防・日常生活総合事業の充実

介護保険制度に基づき、それぞれの地域課題に対応したサービスの創出を
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支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が効果的に機能していくため

には、生活支援コーディネーターが地域課題を把握する技術や関係者間の調

整能力の向上が必要です。【再掲】

県内の就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃は全国と比較して低く、障がい

者が地域で自立した生活を送るためには、十分な水準とはなっていません
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○ 農福連携を効果的に進めるためには、農業者が障がい者への理解を深める

とともに、施設指導員等も農業に関して一定の知識を持つことが必要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、介護保険サービス事業所、障害福祉サ

ービス事業所等及び市町村に対し、研修や集団

指導の場において、共生型サービスの創設に伴

う基準・報酬について周知を図り、共生型サー

ビスに取り組む事業所の普及に努めます。 

長寿社会政策課 

障がい福祉課 

－ － 

県は、対象者が利用しやすい体制の整備を図

るため、介護支援専門員と相談支援専門員が情

報を共有できる体制づくりや介護支援専門員

及び相談支援専門員の資質向上に対する取組

を推進します。 

長寿社会政策課 

障がい福祉課 

○ － 

県は、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（地域支え合い推進員）」の地域課題を

把握する技術や関係者間の調整能力の向上を

支援します。【再掲】 

長寿社会政策課 ○ ○ 

県は、本県産業の特徴である農業と障がい福

祉とが就労を通して連携する農福連携の取組

をさらに推進することにより、障がい者の就労

機会を拡大し自立を促進するとともに、農業分

野において不足している労働力を補い、農業と

福祉の双方にとって利益のある事業となるよ

うに取り組みます。 

障がい福祉課 

農業経営・担い

手支援課 

○ － 

県は、障がい者が農場等で就労している事例

についての現地視察研修・交流会を県内４地域

ごとに実施し、障がい者の作業の様子を実際に

見て、どのような作業であれば従事可能か、障

がいの種類や程度に応じてどのような配慮が

必要かを学び、農業者の理解の促進を図るとと

もに、施設指導員等の農作業に関する知識・技

術等の習得を図り、農福連携に取り組む農業

者・障がい者施設の増加につなげます。 

障がい福祉課 

農業経営・担い

手支援課 

－ － 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、農業者と障がい者が一緒に作った農作

物や加工品を販売する農福連携マルシェ、セミ

ナー等の開催により、農福連携に対する県民の

理解を広げる取組を進めます。 

障がい福祉課 

農業経営・担い

手支援課 

－ － 

県は、農福連携推進員の活動を通して、農業

と福祉双方のニーズを幅広く集めることによ

り、障がい者それぞれの適性に応じた仕事がで

きるよう調整します。 

障がい福祉課 

農業経営・担い

手支援課 

－ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、介護支援専門員の指導権者である県と居宅介護支援事業所の指定・

指導権者である市町村との情報共有及び連携を図ります。 

○ 県は、生活支援コーディネーターのファシリテーション能力等の向上を図

るため、スキルアップ研修を実施します。【再掲】 

○ 県は、「山形県農福連携推進センター」に集約された、農業と福祉双方のニ

ーズや情報を共有し、地域の実情に応じた取組が柔軟に行われるよう、市町

村との連携を図ります。 

 

■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 

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)～）【再掲】 

84 人 234 人 334 人 

【趣旨】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。 

 

  


