
 

（３

■現状

 2017

年度平均と比べ

報値）となっており、近年増加を続けています。

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約

を占めています。

 

＜被保護世帯数、保護率の推移（山形県）＞

 

 

＜世帯類型別世帯数（停止中を除く）＞

高齢者世帯

母子世帯

障がい者世帯

傷病者世帯

その他

計 

 

３）生活困窮者の自立支援対策の推進

■現状 

2017（H29）年度平均の

年度平均と比べ

報値）となっており、近年増加を続けています。

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約

を占めています。

＜被保護世帯数、保護率の推移（山形県）＞

世帯類型別世帯数（停止中を除く）＞

年度 

高齢者世帯 

母子世帯 

障がい者世帯 

傷病者世帯 

その他 

 

生活困窮者の自立支援対策の推進

年度平均の被保護世帯数は、

年度平均と比べ 624 世帯（

報値）となっており、近年増加を続けています。

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約

を占めています。  

＜被保護世帯数、保護率の推移（山形県）＞

世帯類型別世帯数（停止中を除く）＞

 2012(H24)

2,530

217

 752

976

1,130

5,605

生活困窮者の自立支援対策の推進

被保護世帯数は、

世帯（11.1％）増加しています。また、保護率は

報値）となっており、近年増加を続けています。

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約

＜被保護世帯数、保護率の推移（山形県）＞

世帯類型別世帯数（停止中を除く）＞

2012(H24) 2013(H25)

2,530 2,652

217 204

752 733

976 960

1,130 1,132

5,605 5,681
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生活困窮者の自立支援対策の推進                  

被保護世帯数は、6,265

％）増加しています。また、保護率は

報値）となっており、近年増加を続けています。

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約

＜被保護世帯数、保護率の推移（山形県）＞ 

世帯類型別世帯数（停止中を除く）＞ 

2013(H25) 2014(H26)

2,652 2,779

204 208

733 738

960 1,002

1,132 1,076

5,681 5,803

                  

6,265 世帯（速報値）であり、

％）増加しています。また、保護率は

報値）となっており、近年増加を続けています。 

また、世帯類型別にみると高齢者世帯が約 52％、次いで傷病者世帯が約

 

2014(H26) 2015(H27)

2,779 2,971

208 

738 

1,002 1,070

1,076 1,045

5,803 6,013

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

                  

【（健福）地域福祉推進課】

世帯（速報値）であり、

％）増加しています。また、保護率は

％、次いで傷病者世帯が約

2015(H27) 2016(H28)

2,971 3,136

200 

727 

1,070 1,045

1,045 

6,013 6,122

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

                  

【（健福）地域福祉推進課】

世帯（速報値）であり、2012(H24)

％）増加しています。また、保護率は 0.69％（速

％、次いで傷病者世帯が約

2016(H28) 2017(H29)

3,136 3,255

194 

761 

1,045 

986 

6,122 6,210

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』

                   

【（健福）地域福祉推進課】 

2012(H24)

％（速

％、次いで傷病者世帯が約 16％

 

2017(H29) 

3,255 

206 

788 

999 

962 

6,210 

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』 

資料：地域福祉推進課『被保護者調査』 
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○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、最後の

セーフティーネットとしての生活保護に至る前の段階の第二のセーフティー

ネットとして自立支援策の強化を図るため、2013(H25)年に生活困窮者自立支

援制度が創設されました。 

○ 本県では、生活困窮者が抱える多様で複合的な相談を包括的に受け止め、

自立に向けて必要な支援やサービスに結びつける「自立相談支援事業」につ

いて、必須事業として町村部を担う県（４総合支庁）と 13 の市で取り組んで

います。 

加えて、任意事業として実施が求められている「就労準備支援事業」、「家計

改善支援事業」及び「子どもの学習・生活支援事業」については、県（４総合

支庁）で全ての事業を実施しているほか、市でも取組が広がっています。 

○ 生活困窮者自立支援法施行から４年目となる 2018(H30)年度には、10 月に

改正法が施行され、基本理念・定義の明確化など、生活困窮者に対する包括

的な支援体制の強化が図られています。 

○ 県は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、高齢者世帯等の経済的自

立と生活の安定を目指し、県社協が実施する無利子又は低利子で貸付を行う

「生活福祉資金貸付制度」への支援を行っています。 

 

■課題 

○ 生活困窮者が県内の全ての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、地域的な偏りを解消する必要があります。 

○ 相談者が抱える複合的な課題に対する包括的な支援に向け、福祉、雇用、 

子育て、教育、くらしなどの庁内外の関係機関との連携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、県内における任意事業の未実施地域の

解消を図るため、町村部を担う県と市が一体的

に実施するなど、市の取組を後押ししながら、

任意事業の実施地域の拡大を図ります。 

地域福祉推進課 ○ ○ 

県は、自立相談支援事業等の利用勧奨や関係

機関間の情報共有を行う会議体の設置等、新た

な取組の円滑な実施を推進します。 

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、経済的支援を必要とする方が生活福祉

資金貸付制度を適正に利用できるよう、引き続

き制度の周知を図るとともに、適切な支援のた

め社協における相談支援体制を強化します。 

地域福祉推進課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 未実施地域がある生活困窮者自立支援制度の任意事業については、周辺市

との共同や県が実施する事業の活用などを勧め、未実施地域の解消を図りま

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 

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

県のほか全13

市で実施 

【趣旨】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。 

 

 

 

  



 

（４

■現状

平成

どもの

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

来が

対策を総合的に推進していく必要があります。

 ＜貧困率の年次推移

 

 

 

○ 

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

〇 

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

  

■課題

○ 

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

援を必要とする家庭に関する情報や様

一層の連携を図りながら取組

○ 

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

ります。

４）子どもの貧困対策の

■現状 

平成 28 年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

どもの約７人に１人（

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

来がその生まれ育った環境によって左右され

対策を総合的に推進していく必要があります。

＜貧困率の年次推移

 県では、2016(H28)

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

 困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

■課題 

 子どもの貧困

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

援を必要とする家庭に関する情報や様

一層の連携を図りながら取組

 厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

ります。 

資料：2016(H28)

注１）1994(H6)

注２）2015(H27)

子どもの貧困対策の

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

７人に１人（13.9%

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

その生まれ育った環境によって左右され

対策を総合的に推進していく必要があります。

＜貧困率の年次推移（全国）

2016(H28)年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

子どもの貧困対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

援を必要とする家庭に関する情報や様

一層の連携を図りながら取組

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

2016(H28)年国民生活基礎調査

1994(H6)年の数値は、兵庫県を除いたものである。

2015(H27)年の数値は、熊本県を除いたものである。

子どもの貧困対策の推進                      

 【（子育

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

13.9%）が相対的貧困の状態にあるとされています。

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

その生まれ育った環境によって左右され

対策を総合的に推進していく必要があります。

（全国）＞ 

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

援を必要とする家庭に関する情報や様

一層の連携を図りながら取組を進めていく必要があります。

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

年国民生活基礎調査 

年の数値は、兵庫県を除いたものである。

年の数値は、熊本県を除いたものである。
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 【（子育）子ども家庭課

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

が相対的貧困の状態にあるとされています。

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

その生まれ育った環境によって左右され

対策を総合的に推進していく必要があります。

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

援を必要とする家庭に関する情報や様々な支援情報を共有する体制を整備し、

を進めていく必要があります。

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

 

年の数値は、兵庫県を除いたものである。

年の数値は、熊本県を除いたものである。

                      

子ども家庭課

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

が相対的貧困の状態にあるとされています。

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

対策を総合的に推進していく必要があります。 

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

々な支援情報を共有する体制を整備し、

を進めていく必要があります。

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

年の数値は、兵庫県を除いたものである。 

年の数値は、熊本県を除いたものである。 

                      

子ども家庭課、（健福）地域福祉推進課

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は

が相対的貧困の状態にあるとされています。

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

ることのないよう、

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

々な支援情報を共有する体制を整備し、

を進めていく必要があります。 

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

                      

地域福祉推進課

年国民生活基礎調査によると、全国の子どもの貧困率は 13.9%で、

が相対的貧困の状態にあるとされています。

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

ることのないよう、子どもの貧困

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

整備」の４つを施策の柱として、総合的な取組を推進しています。 

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

つの制度を活用し、地域の実情に応じた学習支援を実施しています。 

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

々な支援情報を共有する体制を整備し、

 

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

                       

地域福祉推進課】 

で、子

が相対的貧困の状態にあるとされています。 

子どもの貧困問題は、世代を超えて連鎖すると指摘されており、子どもの将

子どもの貧困

 

年３月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、

「教育を応援」、「子育て・生活を応援」、「仕事を応援」、「相談・支援体制の

困難な状況に置かれた子どもが、学習の継続や進学の機会を奪われ貧困の

連鎖に陥ることのないよう、県や一部市町村において、生活困窮者自立支援

事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携推進事業の３

対策の推進には、県のみならず、市町村や学校、ハローワー

クなどの関係機関や民間のＮＰＯ等との連携が重要であり、地域において支

々な支援情報を共有する体制を整備し、

厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では、都道府県毎の調査結果

は客体数が少ないため公表されず、相対的貧困率についても、都道府県毎の

数値は算出・公表されていないことから、本県の子ども及び子育て世帯の生

活実態について、市町村をはじめ関係機関と連携し適切に把握する必要があ

（％） 
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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、「山形県子どもの貧困対策推進計画」

における４つの施策の柱（①教育を応援、②子

育て・生活を応援、③仕事を応援、④相談・支

援体制の整備）に沿って、支援施策の充実を図

ります。 

全ての担当課 ○ ○ 

県は、2018(H30)年度に「山形県子どもの生

活実態調査」を実施し、子どもの生活実態や支

援ニーズ等を把握するとともに、より効果的な

子どもの貧困対策の施策展開を図ります。ま

た、市町村単位での集計も行い、市町村におけ

る子どもの貧困対策の取組を後押しします。 

子ども家庭課 

県は、学習支援や子ども食堂などの「子ども

の居場所づくり」の取組が更に多くの地域に普

及するよう、子どもの居場所づくりに取り組む

団体等と、県・市町村・社協等の関係機関とを

つなぐネットワークづくりや開設・運営手引書

の作成、開設準備講座などを実施し、活動しや

すい環境を整えます。 

子ども家庭課 

 

■市町村への支援 

○ 県は、ひとり親家庭の子ども等を対象とした学習支援事業を実施する場合

の事業費を補助するとともに、やまがた社会貢献基金や子どもの未来応援基

金等を活用した子どもの居場所づくりに取り組む団体への財政支援に係る情

報を提供します。 

 

■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 

子どもに対する学習支援等が

実施されている市町村数 
32 市町村 全市町村 全市町村 

【趣旨】市町村における学習支援の取組を推進します。 

 ※ 生活困窮者自立支援事業、母子家庭等対策総合支援事業、学校・家庭・地域の連携

推進事業のいずれかの学習支援を実施している市町村数 
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（５）ひきこもりやニートなどの社会復帰への支援               

【（子育）若者活躍・男女共同参画課、（健福）障がい福祉課、（商工）雇用対策課】 

■現状 

○ 県では、2018(H30)年度に、民生委員・児童委員を対象とした「困難を有す

る若者等に関するアンケート調査」を５年ぶりに実施しました。その結果、

民生委員・児童委員が把握しているひきこもり等困難を有する状態にある方

は、５年前と比較し、20 歳代までの若年層の人数は減少した一方で、30 歳代

以上の年齢層では、ほとんど変化が見られませんでした。 

若年層での改善は、雇用情勢の改善などに加え、前回の 2013（H25）年度の

調査の結果を受け、2014(H26)年度からＮＰＯ等と協働して、県内４地域６か

所に「若者相談支援拠点」を設置し、困難を有する若者やその家族が相談しや

すい環境づくりを進めてきたことや、子育て推進部、健康福祉部、商工労働部、

教育委員会などの関係部局をはじめ、県内市町村や関係機関などとの連携を強

化し、若年層への支援強化に努めてきたことなどの成果が現れたものと考えら

れます。 

「若者相談支援拠点」への相談件数は毎年増加傾向にあり、潜在的な相談ニ

ーズは高い状態が続いていると思われます。 

○ 県は、精神保健福祉センター内のひきこもり相談支援窓口「自立支援セン

ター“巣立ち”」において、ひきこもり本人やその家族からの相談対応、ひき

こもりに関する理解促進や情報発信を継続的に実施しています。 

また、医療・教育機関、ＮＰＯ等ひきこもり相談支援に携わる関係機関との

情報交換を目的とした「ひきこもり地域支援関係機関連絡会議」を毎年開催し

ており、関係機関同士の連携強化を図っています。 

○ 県は、ニートやひきこもり等の若者の職業的自立に向け、山形労働局と連

携して「地域若者サポートステーション」を運営し、キャリアカウンセラー・

臨床心理士による相談対応や就労体験等を実施しています。 

 

■課題 

○ 2018（H30 )年度に実施した上記アンケート調査の結果、山形県内のひきこ

もりなど困難を有する方は、長期化、高年齢化が進んでいることが明らかに

なりました。 

また、ひきこもりなど困難を有する方の中には、複合的な課題を抱えている

場合もあり、単一の支援機関だけですべての支援を行えない場合が少なくあり

ません。 

 

 



109 

 

○ 「自立支援センター“巣立ち”」への相談件数は年々増加傾向にあり、ひき

こもり支援へのニーズは高まっています。 

ひきこもりの長期化・高齢化が進んでおり、早期解決が求められていますが、

ひきこもる要因は多岐に渡ることから、支援者のスキルアップを図るとともに、

異なる分野の関係機関同士が円滑に連携し、多角的な支援を行っていく必要が

あります。 

○ ニートやひきこもりなど職業的自立が困難な若者は様々な問題を抱えてお

り、一人一人に対するきめ細かな支援が必要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、複合的な課題を抱えている場合にも対

応できるよう、「山形県子ども・若者支援地域

協議会」において関係機関との連携強化を図り

ます。 

若者活躍・男女

共同参画課 

○ － 

県は、ひきこもり相談支援者を対象とした専

門研修会を開催し、支援者のスキルアップと関

係機関同士の更なる連携強化を図ります。 

障がい福祉課 ○ － 

県は、地域若者サポートステーションを核と

した若者支援機関のネットワークの連携強化

を図り、ニートやひきこもり等の若者の職業的

自立を支援します。 

雇用対策課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、「若者相談支援拠点」と市町村が連携した出張相談会を開催するとと

もに、県内４地域それぞれの支援ネットワークを強化するための研修会を開

催します。 

○ 県は、市町村職員を含むひきこもり相談支援者を対象とした研修会を開催

します。 

 

 

  



 

◆ 取組事例紹介

 

 

とを目的として、

供しているほか、就労体験の場として、

チンから・ころ」を、

ています。

 

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

年

 

 

取組事例紹介

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

とを目的として、

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

供しているほか、就労体験の場として、

チンから・ころ」を、

ています。 

 「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

地域に密着して、若者の一般就労に向

年の社会復帰につながっています。

取組事例紹介３ 

特定非営利活動法人

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

とを目的として、2003(H15)

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

供しているほか、就労体験の場として、

チンから・ころ」を、2015(H27)

 

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

地域に密着して、若者の一般就労に向

社会復帰につながっています。

特定非営利活動法人

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

2003(H15)年、米沢市に

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

供しているほか、就労体験の場として、

2015(H27)年からは就労

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

地域に密着して、若者の一般就労に向

社会復帰につながっています。
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特定非営利活動法人 から・ころセンター

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

年、米沢市に開設されました。

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

供しているほか、就労体験の場として、2014(H26)

年からは就労

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

地域に密着して、若者の一般就労に向けた活動を行い、たくさんの青少

社会復帰につながっています。 

 

 

 

から・ころセンター

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

開設されました。

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

2014(H26)年からレストラン「キッ

年からは就労継続支援

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。

けた活動を行い、たくさんの青少

から・ころセンターの取組 

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

開設されました。 

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

年からレストラン「キッ

継続支援Ｂ型事業所を運営し

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

か、単身高齢者への手作り弁当宅配事業も実施しています。 

けた活動を行い、たくさんの青少

 

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

年からレストラン「キッ

Ｂ型事業所を運営し

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

 

けた活動を行い、たくさんの青少

「から・ころセンター」は、孤立した若者等に様々な情報を提供するこ

不登校やひきこもり等の悩みや苦しみを抱えた若者に自由な居場所を提

年からレストラン「キッ

Ｂ型事業所を運営し

「キッチンから・ころ」では、レストランとしてのメニューの提供のほ

けた活動を行い、たくさんの青少
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（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          

 【（子育）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、 

（県土）建築住宅課】 

 

■現状 

 低額所得者や高齢者、障がい者等は、民間賃貸住宅への入居に際して敬遠さ

れやすい傾向があります。こうした方々が地域で安心して暮らすためには、見

守りや自立支援などソフト面でのサポートに加え、住宅の確保も重要となりま

す。 

○ 県及び市町村では、住宅に困窮する低額所得者向けの住宅として、公営住

宅を整備しています。 

また、県営住宅においては、低額所得者のうち、高齢者や障がい者、ひとり

親世帯を含む子育て世帯等に対し、収入基準の緩和や抽選時の倍率の優遇など

の取組を行っており、市町村営住宅においても同様の取組がみられます。 

○ 2017(H29)年 10 月には、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律」（住宅セーフティーネット法）の改正により、民間の空き家・

空き室を高齢者や障がい者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

として登録する制度が創設されました。 

 

  ＜公営住宅管理戸数＞            2018(H30).3.31 現在 

種別 市町村営住宅 県営住宅 計 

戸数 6,941 戸 3,275 戸 10,216 戸 

  

 

■課題 

 本県における公営住宅の応募倍率は減少傾向にありますが、高齢化の進展や

ひとり親世帯の増加などにより、住宅確保に配慮を要する世帯の増加が予想さ

れます。 

また、公営住宅によっては、入居を希望する方全員が入居できている状況で

はありません。 

そのため、住宅確保要配慮者に対し、公営住宅を補完する新たな枠組みによ

る支援が必要です。 

 

 

 

 

資料：県建築住宅課 



112 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、公営住宅の新規整備・建替え・入居者

退去により、公営住宅の空き室を供給します。 

建築住宅課 ○ ○ 

県は、住宅セーフティネット制度に基づく登

録住宅（セーフティネット住宅）の供給を促進

します。 

建築住宅課 ○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、山形県すまい情報センターを通し、県営住宅及び市町村営住宅の公

募情報を発信します。 

○ 県は、国の交付金制度に基づいてセーフティネット住宅の改修に補助する

市町村に対し、市町村負担分の一部を支援します。 

 

■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 

公営住宅の供給 

（累計：2016(H28)年度～） 
2,746 戸 4,500 戸 推進 

【趣旨】低額所得者世帯に対する入居機会を確保します。 

 

 

 

 

 

  



 

（７

■現状

○ 

ていましたが、

もに総合的な自殺対策を実施してきました。

数は

の

○ 

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

支える山形県自殺対策計画」を策定し、

との連携の強化を図

局横断的に取り組んで

 

 

 

 

 

 

７）自殺対策の推進

■現状 

 本県の自殺者数は、

ていましたが、

県では、2009(H21)

もに総合的な自殺対策を実施してきました。

数は 210 人と急増前を下回る水準となりましたが

の 16.4 に比べ高く、

 県は、2016(H28)

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

支える山形県自殺対策計画」を策定し、

との連携の強化を図

局横断的に取り組んで

＜全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞

 

 

 

 

 

自殺対策の推進                          

本県の自殺者数は、

ていましたが、2006(H18)

2009(H21)年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

もに総合的な自殺対策を実施してきました。

人と急増前を下回る水準となりましたが

に比べ高く、これは

2016(H28)年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

支える山形県自殺対策計画」を策定し、

との連携の強化を図り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

局横断的に取り組んで

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞

                          

本県の自殺者数は、1998(H10)

2006(H18)年の 381

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

もに総合的な自殺対策を実施してきました。

人と急増前を下回る水準となりましたが

これは全都道府県中７番目に高い数値となっています。

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

支える山形県自殺対策計画」を策定し、

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

局横断的に取り組んでいます。 

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞
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0)年に急増し、

381 人をピークに減少傾向にあります。

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

もに総合的な自殺対策を実施してきました。

人と急増前を下回る水準となりましたが

全都道府県中７番目に高い数値となっています。

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、

支える山形県自殺対策計画」を策定し、市町村・関係機関・民間支援団体等

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

 

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞

                          

し、以降年間

人をピークに減少傾向にあります。

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

もに総合的な自殺対策を実施してきました。その結果、

人と急増前を下回る水準となりましたが、自殺死亡率は

全都道府県中７番目に高い数値となっています。

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、2018（

市町村・関係機関・民間支援団体等

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞

資料：厚生労働省

                          

【（健福）地域福祉推進課】

以降年間 300 人を超えて推移し

人をピークに減少傾向にあります。

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

の結果、2017(H29)

、自殺死亡率は

全都道府県中７番目に高い数値となっています。

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

（H30）年３月に「いのち

市町村・関係機関・民間支援団体等

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞

資料：厚生労働省

                          

【（健福）地域福祉推進課】

人を超えて推移し

人をピークに減少傾向にあります。 

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

2017(H29)年の自殺者

、自殺死亡率は 19.2 で全国

全都道府県中７番目に高い数値となっています。

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

）年３月に「いのち

市町村・関係機関・民間支援団体等

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

全国の自殺者数（総数）・山形県の自殺者数（総数・性別）の年次推移＞ 

資料：厚生労働省人口動態統計

                           

【（健福）地域福祉推進課】 

人を超えて推移し

 

年度から自殺対策緊急強化基金等を活用し、市町村とと

年の自殺者

で全国

全都道府県中７番目に高い数値となっています。 

年９月に本県における自殺対策の推進拠点として県精神保

健福祉センター内に「山形県自殺対策推進センター」を設置するとともに、

）年３月に「いのち

市町村・関係機関・民間支援団体等

り、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として部

 

人口動態統計 
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＜全国・山形県の自殺死亡率（総数・性別）の年次推移＞ 

 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

総

数 

全国 25.5 24.0 24.2 23.7 24.4 24.0 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4 

山形県 30.2 30.3 31.1 31.7 27.9 28.8 27.4 26.4 22.8 25.3 24.6 21.6 21.7 19.9 19.2 

男

性 

全国 38.0 35.6 36.1 34.8 35.8 35.1 36.2 34.2 32.4 30.1 29.7 27.6 26.6 24.0 23.6 

山形県 46.1 46.1 48.5 47.8 43.4 42.2 40.2 38.6 34.0 38.1 35.5 32.1 31.4 29.6 26.5 

女

性 

全国 13.5 12.8 12.9 13.2 13.7 13.5 13.2 13.2 13.9 12.3 12.3 11.7 10.8 9 .9 9 .6 

山形県 15.3 15.6 14.9 16.7 13.4 16.3 15.4 15.1 12.5 13.4 14.4 11.8 12.8 10.8 12.3 

 

■課題 

自殺者数、自殺死亡率は減少傾向にありますが、自殺死亡率は全国と比べ高

く、引き続き自殺対策を推進していく必要があります。 

 また、自殺総合対策推進センターによる自殺実態の分析では、本県は、「高齢

者」「生活困窮者」「勤務・経営」について重点的に取り組むことが推奨されて

います。また、39 歳以下の子ども・若者は、自殺者全体に占める割合や自殺死

亡率は高くありませんが、本県は全国に比べ 20 歳から 39 歳の自殺死亡率が高

く、20 歳から 34 歳の死因順位では自殺が１位となっていることから、子どもや

若者の自殺対策についても更なる推進が必要です。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「いのち支える山形県自殺対策計画」

に基づき、県、市町村、関係機関、民間支援団

体、企業、地域社会が一体となり、自殺対策を

「生きることの包括的な支援」として推進しま

す。 

地域福祉推進課 ○ 

 

○ 

県は、「高齢者」、「生活困窮者」、「勤務・経

営」、「子ども・若者」の自殺対策に重点的に取

り組みます。 

地域福祉推進課 

 

■市町村への支援 

○ 県自殺対策推進センターにおける自殺の実態把握、各種統計データの活用

促進と情報提供の充実を図ります。 

また、市町村における自殺対策計画策定及び地域の実情に合った取組を支援

するとともに、自殺対策の連携調整を担う人材を育成します。 

資料：厚生労働省人口動態統計 
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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 

自殺死亡率 

（人口 10 万対） 

19.2 

2017(H29)年 

17.0 以下 

2020(H32)年 

16.0 以下 

2022(H34)年 

【趣旨】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。 

 

  



116 

 

（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         

【（健福）地域福祉推進課】 

■現状 

○ 2006(H18)年法務省特別調査によると、親族などの受入先のない満期釈放者

のうち、高齢者または障がいを抱えた自立困難者は全国で約1,000人となり、

うち高齢者は約 70％となっています。 

同調査では、全国で 65 歳以上の満期釈放者の５年以内の再入所率は約 70％

となっており、64 歳以下の再入所率約 60％と比べ高い比率となっています。 

○ 山形刑務所には 2017(H29)年 12 月末現在、974 人が入所しており、そのう

ち高齢者は 142 人となっています。 

○ 保護司は、非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアと

して、円滑に社会生活を営めるよう釈放後の住居や就職先などの調整・相談

を行っています。 

また、県では、刑務所等を出所後、受入先のない高齢者や障がい者に対して

適切な福祉サービス等を提供することができるよう、2010(H22)年１月に「山

形県地域生活定着支援センター」を開所し、山形県社会福祉事業団にその運営

を委託しています。 

 

＜県地域生活定着支援センターにおける実施状況＞※開始件数 

 

 

年度 

コーディネート業務 フォロー

アップ 

業務 

相談支援

業務 特別調整対象者 一般調整 

対象者 合計 高齢者 障がい者 

2013(Ｈ25) 14 件 10 件 ４件 ２件 ８件 ５件 

2014(Ｈ26) 15 件 ８件 ７件 ３件 ８件 13 件 

2015(Ｈ27) 10 件 ４件 ６件 ４件 15 件 ８件 

2016(Ｈ28) 25 件 17 件 ８件 ３件 21 件 ９件 

2017(Ｈ29) 28 件 21 件 ７件 ２件 17 件 ３件 

 

■課題 

長期受刑者を収容している施設では、出所者の高齢化により、出所後の帰住

先や身元引受人がないケースが多くなっており、刑務所入所中に出所後に備え、

福祉サービス等へつなぐことにより、円滑に社会生活に移行できるよう支援の

充実が必要です。 
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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 

県地域生活定着支援センターにおいて、高齢

者・障がい者等で出所後に福祉的な支援が必要

と考えられる刑務所等出所予定者に対し、出所

後に必要な福祉サービス等のニーズ把握や受

入施設の斡旋、他県センターとの連絡調整など

のコーディネート業務を行います。 

地域福祉推進課 ○ 

 

－ 

県地域生活定着支援センターにおいて、出所

後の受入施設に対する福祉サービス等に関す

る助言などのフォローアップ業務や、出所者本

人または関係者からの相談に対する助言など

の相談支援業務を行います。 

地域福祉推進課 

 

■市町村への支援 

○ 県は、福祉等の支援を必要とする出所者が地域で円滑に生活ができるよう、

県地域生活定着支援センターや保護観察所、刑務所、市町村、地域の福祉関係

者とのネットワークの形成を図ります。 
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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                 

【（企画）総合交通政策課、（健福）地域福祉推進課、障がい福祉課、（県土）建築住宅課】 

 

■現状 

高齢者や障がい者等が地域で自立した生活を送るためには、誰もが快適に暮

らすことができる環境を整備することが必要です。 

県では、1999(H11)年 10 月に「山形県福祉のまちづくり条例」を制定し、病

院、百貨店、道路や公園など不特定又は多数の人が利用する施設等について、

出入口、廊下、階段、昇降機、歩道、横断歩道橋や駐車場等の整備基準を定め、

高齢者や障がい者が自らの意志で自由に行動し、社会に参加できる環境整備（福

祉のまちづくり）を推進してきました。 

また、2008(H20)年３月には、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、高齢

者をはじめ、障がい者、妊産婦、幼児等全ての人が円滑に生活を営むことがで

きるようあらかじめ配慮したまちづくりを推進するため、「山形県みんなにやさ

しいまちづくり条例（以下「まちづくり条例」といいます。）」に改正しました。 

 

《ハード面からの推進》 

○ 生活関連施設の整備 

県は、高齢者、障がい者等の要配慮者が施設やサービス等を円滑に利用でき

る環境の整備を進めるため、まちづくり条例施行規則に定める整備基準に適合

した生活関連施設（特定生活関連施設を含む）に適合証を交付しています。 

○ 身体障がい者等用駐車施設利用証制度の実施 

県では、2007(H19)年６月から、身体障がい者や要介護高齢者、妊産婦など

行動上の制限を受ける方に利用証を交付し、身体障がい者等用駐車施設の適正

利用を促進しています。 

  また、2009(H21)年度からは同様の制度を実施している他の都道府県等と相

互利用を開始し、利用者の利便性の向上を図っています。 

○ 旅客車両等の整備 

山形新幹線の新庄延伸に伴い、鉄道主要駅のエレベーター、エスカレーター

整備が進んでいますが、その他の旅客施設についても、バリアフリー化の必要

があります。 

○ 低床型車両（ノンステップバス）の導入 

国では、ユニバーサルデザインの思想に基づいた標準仕様ノンステップバス

の認定制度を創設し、普及を進めています。 
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国及び県では、事業者への補助を通じて、低床型車両（ノンステップバス）

の導入を進めています。 

乗合バスについては、路線バス事業者による低床型車両（ノンステップバス）

の導入が進んでいますが、今後更に導入を進めていく必要があります。 

○ 住宅の整備 

県は、バリアフリー化や耐震性の確保など、持家の質を向上させるリフォー

ム等工事を助成しています。 

＜県住宅リフォーム総合支援事業費補助金の申請状況＞ 

 

 

《ソフト面からの推進》 

ユニバーサルデザインは、様々な人の特性や違いなどを考慮し、はじめから

全ての人の行動や利用を前提として計画し、実施・整備することにより、障壁

を作らない地域社会を創っていこうとするもので、施設整備などのハード面だ

けでなく、情報発信や福祉教育などソフト面でも浸透しつつあります。 

また、「誰もが暮らしやすいまちづくり」を推進する上で基本となるのは、様々

な人の存在を理解し、「思いやりのこころ」を持つことです。困っている人がい

たら声をかける、手を差し伸べるなど「思いやりのこころ」を持った行動が自

然に出るような「心」の醸成、いわゆる「心のバリアフリー」を促進していく

ことが必要です。 

○ バリアフリーに関する情報発信 

県では、子ども、高齢者、障がい者、旅行者、外国人等、全ての人々が、あ

らゆる分野の活動に参加することができるよう、県内のバリアフリーに関する

情報を集約しホームページで発信しています。 

また、県内主要施設のバリアフリー化の情報をまとめたインターネットサイ

ト「おでかけらくらく情報」を開設し、高齢者や障がい者など外出の際に配慮

を要する方などへ情報発信を行っています。 

○ ヘルプマークの普及 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期

の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が、周

囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助や配慮を得やすくなること

を目的とした「ヘルプマーク」は、全国の都道府県で導入が進んでいます。 

 

年度 
2011 
(H23) 

2012 
(H24) 

2013 
(H25) 

2014 
(H26) 

2015 
(H27) 

2016 
(H28) 

2017 
(H29) 

申請件数 2,972 3,568 4,104 3,663 3,743 3,649 3,736 

資料：県建築住宅課 
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県では、多くの企業・団体からの協賛を得て、ヘルプマークを 15,000 個作

成し、2018(H30)年９月から県庁、総合支庁及び市町村役場において配布を始

めました。 

ヘルプマークの普及については、県内の市町村を始め、学校、病院・診療所、

金融機関、コンビニエンスストア等へポスター・チラシを送付し、掲示や配布

を依頼したほか、マスコミ各社の協力を得て、テレビ、ラジオ、新聞等で特集

を組むなど、周知に努めています。 

 

■課題 

《ハード面からの推進》 

○ 生活関連施設の整備 

2018(H30)年３月末までの適合証の交付件数は累計で 86 施設となっていま

す。まちづくり条例で定める生活関連施設の新築・増改築等に際し、同条例施

行規則で定める基準に適合するよう事業者に理解を求めていく必要がありま

す。 

○ 身体障がい者等用駐車施設利用証制度の実施 

身体障がい者等用駐車施設の適正利用の促進のため、制度の趣旨等について、

県民や施設の管理者に対し周知していくことが必要です。 

○旅客車両等の整備 

バリアフリー新法では、旅客施設のほか、道路、路外駐車場、都市公園等を

含めた一体的なバリアフリーの推進を図るため、市町村による基本構想作成が

可能とされています。 

この基本構想に沿って特定旅客施設のバリアフリー化を図るため、交通事業

者や道路管理者等は、基本構想に即して事業を進めることが求められています。 

また、今後、主要駅を中心とした基本構想策定を推進する必要があります。 

○ 低床型車両（ノンステップバス）の導入 

国では「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を制定し、2020(H32)年度

の乗合バス車両のノンステップ化率の目標を 70％とし、新規導入する車両に

ついては、原則ノンステップバス等のバリアフリー車両とするよう義務付けた

ところです。 

しかし、ノンステップバスは従来型の車両に比べ高額であること、国と県の

補助に予算的・要件的な制約があること、大半の乗合バス事業者が赤字経営で

あることから、自主的な車両更新の進捗状況は捗々しくありません。 

○ 住宅の整備 

高齢者世帯の更なる増加が見込まれる中、現在の住宅で安全で安心して暮ら

し続けることができる環境の整備が必要です。 
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《ソフト面からの推進》 

○ 誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するためには、県民や事業者がまち

づくり条例の趣旨を理解し、積極的に取り組んでいけるよう啓発活動や情報

提供の充実が必要です。 

○ バリアフリーに関する情報発信 

 「おでかけらくらく情報」については、情報を必要とする方が容易に情報を

取得できるよう、内容の充実を図る必要があります。 

○ ヘルプマークの普及 

ヘルプマークは、使用する方だけでなく、援助や配慮を行う立場となる方も

含め、広くマークの意味を理解してもらうことで期待している機能が発揮され

ることから、県民に対する周知は非常に重要となります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、まちづくり条例で定める生活関連施設

の新築・増改築等に際し、同条例施行規則で定

める基準に適合するよう助言を行います。 

地域福祉推進課 ○ － 

県は、身体障がい者等用駐車施設利用証制度

の適切な運用を行います。 

地域福祉推進課 － － 

県は、旅客施設については、バリアフリー新

法に基づいて定められた基本方針において整

備目標の対象とされている乗降客 3,000人／日

以上の旅客施設を中心として、主要な駅、ター

ミナルについて、事業者や市町村、関係機関と

連携を図りながら、バリアフリー化を推進しま

す。 

総合交通政策課 － － 

県は、バス車両等のバリアフリー化につい

て、事業者による補助制度等の活用により低床

型車両（ノンステップバス）等の導入を推進し

ます。 

総合交通政策課 － ○ 

県は、住宅リフォーム等工事への助成を継続

し、高齢者が安心して元気に暮らせる居住環境

の整備を推進します。 

建築住宅課 ○ ○ 

県は、県民や事業者が誰もが暮らしやすいま

ちづくりに積極的に取り組むことができるよ

う、啓発活動や情報提供を行います。 

全ての担当課 － 

 

－ 
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項  目 担当課 市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、ホームページ等を活用し、ユニバーサ

ルデザインの理念などを広く県民に普及・啓発

します。 

地域福祉推進課 － 

 

－ 

県は、県内主要施設のバリアフリー情報の充

実や、支援を必要とする方がユニバーサルデザ

インやバリアフリー等の様々な情報を容易に

得ることができるように努めます。 

地域福祉推進課 ○ － 

県は、ヘルプマークが必要とする方に確実に

行き渡るように、障がい者団体及び難病患者等

の団体と調整を進めます。 

また、これまでの周知方法に加えて、企業・

団体等から協力を得て、企業広告でのＰＲや店

舗でのポスター掲示を行うなど、ヘルプマーク

が県民に広く定着するよう普及活動に取り組

みます。 

障がい福祉課 － 

 

－ 

 

■市町村への支援 

○ 生活関連施設の整備 

県は、市町村総合交付金（山形県みんなにやさしいまちづくり条例に係る適

合証交付請求等に関する事務）による支援を行います。 

○ 住宅の整備 

県は、リフォーム等工事に補助金を交付する事業を行う市町村に対し、補助

金を交付します。 

○ バリアフリーに関する情報発信 

県は、県内主要施設のバリアフリー情報の充実や、支援を必要とする方がユ

ニバーサルデザインやバリアフリー等、様々な情報を容易に得ることができる

ように努めます。 
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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 

バス事業者におけるノンステ

ップバス導入率 

67.4% 

2016(H28)年度 
70.0% 推進 

【趣旨】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。 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

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） 

44.6％ 

2013(H25)年度 
推進 

70.0％ 

2023(H35)年度 

【趣旨】「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。 

 

 


