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雲高 2 重量E 士也量或宇冨キ止を壬耳叉り善幸くヰ犬5兄

回.，~~t~軍事ゆ~;... ~jl・

(1)人口、世帯数の推移

本県の人口は、 1985 年以降減少を続けており、国立社会保障・人口問題研究

所によると今後もさらに減少することが推計されています。
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【山口県における人口の推移と将来推計】
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(注) 2015 年以前の総人口には、年齢不詳分を含まない。

〔資料J 2015 年以前: r国勢調査J (総務省)
2020 年以降: r 日本の地域別将来推計人口(平成 30 (2018)年推計) J (国立社会保障・人口

問題研究所)

世帯数は、単身世帯の増加など家族形態の変化により増加する一方で、一世

帯当たりの平均人員は減少を続けており、世帯の小規模化による、家族の扶助

機能の低下が懸念されています。
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【山口県における一般世帯数、一般世帯規模の推移】 己コ世帯数 (%) 
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〔資料J r国勢調査J (総務省)
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(2) 地域社会の変化

全国的に近所づきあいの程度が低下し続けており、地域社会におけるつなが

りの希薄化が進む傾向が見られます。
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【近所づきあいの程度の変遷(全国)】
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・全〈付き合っていない

〔資料) r社会意識に関する世論調査J (内閣府)

※ 1997 (平成 9) 年以前の回答の選択肢は左から「親し く 付き合っている J r付

き合いはしているがあまり親しく はないJ rわからないJ rあまり付き合ってい

ないJ r付き合いはしていなしリとなっている。

本県における近所づきあいは、 「顔をあわせればあいさつをする」程度が最

も多く、 3割を超えています。

0% 

【近所づきあいの程度(山口県)】
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〔資料) r2013 年度福祉に関する県民意識調査J (山口県杜会福祉協議会)
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(3) 高齢化の進行

① 高齢化の進行

本県の高齢化率(総人口に占める 6 5 歳以上人口の割合)は、 2015 年に

は 32.1% と全国よりも 5.5 ポイント高い水準となっており、全国に比べ、約

1 0 年早いスピードで高齢化が進行しています。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の高齢者人口は 2020

年をピークに緩やかに減少に転じるものの、高齢化率は 2045 年に 39.7%に

なるとされています。

【山口県高齢者人口の推移と将来推計】
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〔資料) 2015 年以前: r国勢調査J (総務省)

2020 年以降: r 日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計) J (国立社会保障・人口
問題研究所)

② 高齢単身世帯構等の増加

高齢単身世帯数、高齢夫婦のみ世帯*数は共に増加しており、特に高齢単

身世帯数については、今後も、 2025 年まで増加すると見込まれています。

l世帯) 【高齢単身世帯数の将来推計】
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〔資料) 2015 年以前: r国勢調査J (総務省)
2020 年以降: r 日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計) (2014 (平成 26) 年4 月推計)J (国

立社会保障 ・人口問題研究所)
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③ 要支援・要介護認定者本数の増加

要支援・要介護認定者数については、 2017 年度の約 9 万人から、 2020 年度

には約 9 万 5 千人に増加する見込みです。

(人)
125.000 

100.000 

75 , 000 

50.000 

25.000 

。

【山口県の第1 号被保険者における要支援・要介護認定者数の推計】
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〔資料) r第六次やまぐち高齢者プランJ (県長寿社会課)

④ 認知症の人の増加
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認知症の人については、 2012 年の 6.3 万人から、 2025 年には 9 万人前後に

増加すると見込まれています。

【認知症の人の将来推計】

区 分 2012年 2015年 2020年 2025年

各年齢の認知症 山口県 6.3万人 7.0万人 8.0万人 8.6万人

有病率が一定の 全国 462万人 525万人 602万人 675万人

場合の将来推計 有病率 15.0% 15.7% 17.2% 19.0% 

各年齢の認知症 山口県 6.3万人 7.2万人 8.3万人 9.3万人

有病率が上昇す 全国 462万人 535万人 631万人 730万人
る場合の将来推

計 有病率 15.0% 16.0% 18.0% 20.6% 

〔資料) r第六次やまぐち高齢者プランJ (県長寿社会課)
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(4) 障害者手帳所持者の状況

本県における身体障害者手帳所持者数は、 2016 (平成 28) 年度末時点では約

6.4 万人となっています。

また、同じく 2016 (平成 28) 年度末時点の知的障害者の療育手帳*所持者数

は約1. 2 万人、精神障害者保健福祉手帳車所持者数は約1. 3 万人となっていま

す。

【障害者手帳所持者数の状況 (2016 (平成 28) 年度)】

区 分 手帳所持者数(人)

身体障害者 64 , 294 

知的障害者 11 , 929 

精神障害者 12 , 833 

よ口』 計 89 , 056 

〔資料) rやまぐち障害者いきいきプラン (2018~2023) J (県障害者支援課)

(5) 少子化の進行

合計特殊出生率本( 1 人の女性が一生の聞に生む子どもの数)は近年回復し

ていますが、依然として、 少子化の進行に歯止めがかからない厳しい状況にあ

ります。
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〔資料) r人口動態統計J (厚生労働省)
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また、児童(1 8 歳未満の者)の数は、第 2 次ベビーブーム (1971 (昭和 46)

年"-'1974 (昭和 49) 年)以降、一貫して減少を続けており、県の総人口に占め

る児童の割合も低下しています。
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〔資料) r国勢調査J (総務省)

(6) 生活保護の状況

被保護世帯数、人員数、保護率(千人当たりの被保護者数)は、近年は減少

傾向にあります。

【生活保護の動向】
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〔資料) r山口県の生活保護J (県厚政課)
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(7)金活図書章者自立支録制度・に総tずる支援状況
却15 (平成 27) 年度から、生活図書著者自立支援制度が開始されました。
却16 (平成 28)年度の新規相談受付件数は 2， 147 件となっており、うち支後
プラン作成件数 (529 伶)と就労者数 (231 件〉は、 それぞれ前年度と比較して

織加しています。

【生活圏鼠者自立支媛制度における支媛状混】

衛費農相続受付件費l(害事} ~~民ブラシ作成件費t(害事} 裁量~<<.(人}

2015(.成27)年度 2,368 485 173 

2016(.成28)年度 2,147 529 231 

【後軍事) r生活図書尊者自立支援制度支援伏視機:i:J (IJ全労・!6')

(8) 若年銀象者(こート〉の状況

若年無業者(::ェート}の数は、 2014 (平成 26) 年に紛万人を下図って以降、

50 万人台で推移しています。
2017 (平成 29) 年の『就業機進基本鯛査特別集併J (総務省}によると、県内

の若年無業者数 (15-34歳}は 6， 600 人となっています。
※ この衡査における若年費医薬容とは、 1ó 厳から 34Mで家事も滋学もしていない費医薬容のうち、以

下の者をいいます.

1 就業を希望している者のうち、~職活動をしていない者{非求.考}

2 $t接持E聾していない考〈型機重量肴E蹄}

【事f*費量集者数(ニー刊の推移{会図)】

{万人}
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。 ! ル . あ .-'残 ， 0!反. 湯 . 議i . 張緩後; -Z￠ - Zzl 15-1端
笈籾拙総筑間 2011) 2011 2012 :1.0泌総14 :1.015 2016 2017ι 会

(Hl'鈴 (H20) (H21) (H22) (川23) (階4) (112S) (112紛糾27) (H28) (H29) 吋T明，

(注}穆年費軍機績については、 1ト鈴織の1J!~'働力人口のうち寂事も通学もしていない者として.'併
【責特) r~.::tJ儒登J (織務省}
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(9) ひきこもり$の状況

2015 (平成 27) 年度に実施された「若者の生活に関する調査J (内閣府)か

ら推計されたひきこもりの若者 (15"-'39 歳)は、全国で 54. 1 万人となって

おり、これを人口比で計算すると、本県では約 5 千人のひきこもりの若者がい

る計算になります。

(1 0) 自殺者の状況

自殺者数は、 1998 (平成 10) 年に急増して以降、 400人前後で推移してきま

したが、 2013 (平成 25) 年からは 4年連続で 300人を下回っています。
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〔資料) r人口動態統計J (厚生労働省)
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脚阻!J居届曲百時描Z';..，r，若者i fEZIE沼津I}，議童相j.l睡

本県の市町における地域福祉計画の策定状況は、 19 市町中 1 7 市町 (1 2 市

5 町)、策定割合は 89. 5%となっており、全国平均と比較すると高くなって

いますが、との計画は、住民と行政の協働による地域福祉を推進する上での重要

な計画であり、また、 2017 (平成 29) 年の社会福祉法改正により策定が努力義務

化されたことから、その策定を一層促進する必要があります。

また、策定済みの市町についても、法改正により追加された記載事項を盛り込

んだ計画の改定に直ちに着手するよう促すこととします。

なお、計画の策定にあたっては、社会福祉協議会が中心となって策定する地域

福祉活動計画と一体的に策定したり、内容を一部共有する等、相互に連携を図る

ことが求められます。

【地域福祉計画策定状況 (2017 (平成 29) 年 4 月 1 日現在) 1 

区 分|策定済み市(町村)数 全市(町村)数 策定割合

県内市 I 1 2 1 3 9 2. 3~も

全国市区 I 731 I 815 I 89.7% 

回目黒型__l!f_.J一一 E園田 EEEEEEEEEEEEE園田 ____J_____園田 a_aa_aa_園田空_______J___空豆一E竺種目__園田園田
全国町村 558 926 6 O. 3 号も

県内市町計 I 1 7 I 1 9 I 89. 5%  

全国市町村計 I 1 , 289 I 1 , 741 I 74. 0%  



− 12 −
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地域では多様な人材・組織が地域福祉活動を推進しています。その活動実態は

市町により様々ですが、主なものの状況は以下のとおりです。(民生委員・児童

委員*及び老人クラブ*以外は 2017 (平成 29) 年 4 月 1 日現在)

(1 )人材の状況
。 民生委員園児童委員

県内の民生委員・児童委員の定数は、合計 3， 765 人(地区担当委員 3， 388

人、主任児童委員 377 人。下関市を含む。)であり、地区担当委員は 1 人の

委員が平均で 2 自治会、 177 世帯を担当しています。なお、民生委員・児童

委員の平均年齢は 66. 1 歳となっています。 (2018 (平成 30) 年 2 月現在。

下関市を除く。)

⑨福祉員事

県内の全市町において、 8， 683 人の福祉員が活動しており、配置状況は市

町ごとに異なりますが、地区担当の民生委員 1 人に対し、 2.6 人の割合とな

ってます。

(2) 活動組織の状況

① 自治会福祉部事

県内 1 1 市町で計 413 箇所に自治会福祉部が設置されていますが、県内単

位自治会数 (5， 391 箇所)に対して、 7.7%の設置率となっていますo

②地区社会福祉協議会市

県内には 1 6 市町社協に計 270 の地区社協が設置されています。

(3) 住民が主体となった地域福祉活動の状況

CD ふれあい・いきいきサロン事

小地域*単位で地域の仲間づくり、出会いの場づくりの取組を進める「ふ

れあい・いきいきサロンj は、全ての市町において、計 1 ， 818 箇所が設置さ

れています。

② ボランティア
社会福祉協議会に登録しているボランティア数は、個人登録が 1， 343 人、

グループ登録が 1， 251 団体 (50， 683 人)となっています。

φ 老人クラブ

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織として、高齢者の社会活動の基礎

的な役割を果たしている「老人クラブ」は全ての市町にあり、その数は計

1， 379 となっています。 (2018 (平成 30) 年 3 月末現在)
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【市町別の状況 (2017 (平成 29) 年)】

高齢 地区社協 |ボランティア
人口 単身

ふれあい
世帯 民生委員 自治会

何事〕
世帯

(H27) 児童委員
福祉員

福祉部 地区 公立
社協 小学校 サロン 個人

[ .(%)) 
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",",",",",",",",",","," 

114,882 1 AO  nn~ 1 6 ,182 
' '','','','','','','','','','','',' ,,",",",",",",",",","," 
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協 i\;23
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長 ~~ 
....，白.. 白
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回布施 15.059 6, 161 
931 

248 111 o 41 401 32 I 23 I 18 
(35.2) (15.2) 

平 生|
12 ,445 790 

321 111 1 01 4l 21 291 21 291 
(41. 7) 

4,913 (l!i.~o)1 20 

阿 武|
3 , 287 

1, 442 
333 
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(48.0) (22.4) 

計 I 1 ，38!::~8~~ 600 ,877 
86 ,916 

3, 765 8 ,683 413 270 1,818 I 1，叫山| 1,379 
(33.5) (14.5) 

*人口・世帯: 「人口移動統計調査」 (2017 (平成 29) 年 10 月 1 日現在) (県統計分析課)

*高齢単身世帯: 2015 (平成 27) 年「国勢調査」 (総務省)

*民生委員・児童委員:民生委員法第4条に基づき知事が定めた定数

*公立小学校: 「教育委員会・学校一覧」 (県教育委員会)

*老人ク ラブ:県長寿社会課調べ (2018 (平成 30) 年 3 月末現在)

*その他の項目 : 「社会福祉協議会便覧」 (県社会福祉協議会)
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第三次計画(計画期間: 2013 (平成 25) ----2017 (平成 29) 年度)における地域福祉

推進の主な取組状況は以下のとおりで、概ね順調に進んでいます。

第三次計画の計画期間中においても、少子高齢化の進行や地域のつながりの希薄化
などを背景に、公的な支援制度が対象としていない身近な生活課題への支援や、 「制

度の狭間」の問題への対応等の課題が表面化してきており、今後、こうした課題に対

応した仕組みづくりが求められます。

(1)地域福祉サービスの基盤づくり
在宅福祉サービスの充実や相談支援体制の整備に取り組むとともに、関係機関等
の相互連携の強化、ユニバーサルデザインの推進等を図ってきました。

策定時 目標
宜近値 達成率

幻.6箇所 ω1 1) 相.2箇所 ω17潟 お.2箇所 位。16) 槌.4首

V 障害者の訪問系サービス利用時間(年間)
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

333千時間 (却11) 469千時間 ω17鴻 366千時間 ω16) 78.0略

V 成年後見制度申による申立件数
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

399件 (却11) 543件 ω17紛 405件 ω1刀 74.6略

V 地域包括支援センター・設置数
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

39箇所 (却1 2) 57箇所 ω17鴻 59箇所 ω1刀 103.5略

V 障害者に係る計画相践支援(サービス剰用計画作成)
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

(却11) 24.540人 ω17鴻 20.594人 ω16) 83.9略

V 地域子育て支援拠点*の設置数
現行計画

直近値 達成率

140箇所 (却1 2) 155箇所 ω1刀 103.3略
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目標
直近値 達成車

1市(却1 2) 全 (19) 市町 (201刀 全 (19) 市町 ω1刀 100. 肌

V 公共的施設の適合iiE交付件数(累計)
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

474件 (却11) 640件 ω1刀 594件 ω1刃| 92.8略

V やまぐち障害者等専用駐車場利用証交付件数(累計)
現行計画

車近値 達成率
策定時 目標

13， 903件 (却11) 43， 000件 ω17鵜 53， 061件 ω1刃 123.4弘

(2) 共に見守り、支え合う地域づくり
小地域福祉活動の充実やボランティア・ NPO申・企業等の活動の振興を図ると

ともに、 「寄附文化*J の醸成を図ってきました。

V 地区社会福祉協誠会教
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

262箇所 (却1 2) 280箇所 (2014) 270箇所 ω1刃| 96.4略

~ ，5~あい・いきいきサロン教

現行計画
直近値 達成率

策定時 目標

1 ， 558箇所 (却1 2) 1 ， 780箇所 ω17紛 1 ， 818箇所 ω1刀 102. 1 略

V 市町社協・ボランティアセンター畳録ボランティア数
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

38， 954人 (却1 2) 60， 500人 ω19紛 52， 026人 ω1刀 86.0略

V やまぐち子育て県民運動'サポート会員豊録数
現行計画

直近値 達成率
策定時 目標

298団体 (却1 2) 380団体 ω19紛 407団体 ω1刀 107. 1 略

V 企業等社会貢献活動ネットワーク・数
現行計画

直近値 達成率

122杜(却12) 128社 ω1刀 95.5見
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... r赤い羽根共同募金勺の募金額

現行計画
直近値

策定時 目標

379 ， 718干円 (却1 2) 目標額の達成 ω17潟 353, 755千円 ω1刀 92.8略

(381 ， 001 千円)

(3) 地域福祉を担う人づくり
福祉サービスを担う人材を確保するとともに、地域福祉活動を支える担い手の確

保を図ってきました。

V 県福祉人材センター織の紹介就職者数

現行計画
直近値 達成率

策定時 目標

139人 (却1 2) 222人 ω17鵜 258人 ω1刃 I 116.2弘

V 介謹支援専門員・登録者数(累計)

現行計画
直近値 達成率

策定時 目標

7， 838人 (却1 2) 9 ， 200人 ω17鴻 9， 331 人 ω1刀 101.4略

V 発達障害に係る研修会等参加者数(普及啓発、関係職員研修)

現行計画
直近値 達成率

策定時 目標

2， 506人 (却11) 3 ， 000人 ω17鵜 3， 035人 ω16) 101.2弘

V 認知症サポータ_*養成数(累計)

現行計画
車近値 達成率

策定時 目標

田， 9刀人 ω1 2) 1邸，(XX)人(却17潟 117，知人 (加1刀 111. 7判

V 長寿社会推進員'数(累計)

現行計画
直近値 達成車

策定時 目標

912人 (加1 2) 940人 (2014) 944人 (2014) 100.4略

V 意思疎通支援者養成(手話・要約・盲ろう・点駅・朗読)

現行計画
直近値 達成車

策定時 目標

562人 (却1 1) 764人 (2014) 788人 (2014) I 103.1 弘

(※)関連計画の改定等に伴い、一部の数値目標について改定後の数値に置き換えています。
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年 法制度等の動き

19991. r社会福祉事業法等改正案大綱骨子J
の策定

.地域福祉権利擁護事業の開始

20∞|・社会福祉法の施行
(社会福祉事業法を改正・改称)
・介護保険法の施行
・成年後見制度の開始
.運営適正化委員会の設置

20021 く> r市町村地域福祉計画策定ガイドラ
イン」の策定

20031.社会福祉法の施行
・障害者支援費制度の開始

却051 く> r山口県地域福祉支援計画(第一次
計画) J の策定

20061・障害者自立支援法の施行

-改正介護保険法の施行

主な内容

「社会福祉基礎構造改革についてj
-利用者の立場に立った社会福祉制度
の構築
-サーピスの質の向上
-社会福祉事業の充実・活性化
・地域福祉の推進〔地域福祉計画の策定〕

.判断能力が不十分な人に対する福祉サ
ービスの利用援助等

-地域福祉計画、地域福祉支援計画の策
定について等

-計画の趣旨、構成、策定手順等につい
てのガイドライン

-地域福祉計画に関する規定の施行

-総合的・横断的なサービスの実現
・県と市町村の連携・協働による仕組み
づくり

-住民と行政が一体となった取組の推進

・ 3 障害(身体・知的・精神)の一元化
.利用者本位のサーピス体系に再編
-就労支援の抜本的強化等

-新予防給付の創設
・地域支援事業、地域密着型サーピス、
地域包括支援センターの創設等

初081・「これからの地域福祉のあり方に関|地域福祉計画に関する主な提言
する研究会」の提言(厚生労働省) 1 ・地域の生活課題の発見方策、地域福祉活

動の情報共有の仕組み、担い手や拠点な
どの事項を盛り込むべき
-公的な福祉サーピスや市場サービスと
地域福祉活動の連携、公的な福祉サービ
スの一元的な対応等、市町村の役割につ
いても規定すべき
-計画の策定及び実施に当たっては、住民
参加を一層徹底する必要がある 等

200910 r山口県地域福祉支援計画(第二次|・安心と生活の質の向上
計画) J の策定 |・新たな支え合いの構築

-様々な主体の参画と協働
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年 法制度等の動き 主な内容

2012 -改正介護保険法の施行 -地域包括ケアシステム*の推進 等

-子ども・子育て支援三法の成立 -地域の子ども・子育て支援の充実 等
(利用者支援、地域子育て支援拠点など)

2013 -障害者総合支援法の施行 -障害者の定義に難病等を追加
(障害者自立支援法を改正・改称) -重度訪問介護の対象者の拡大

-共同生活介護(ケアホーム)の共同生活
援助(グループホーム)への一元化 等

-改正生活保護法の成立 -就労による自立の促進等

.生活困窮者自立支援法の成立 -自立相談支援事業の実施及び住居確保
給付金の支給等

2014 ()I山口県地域福祉支援計画(第三次 -地域福祉サービスの基盤づくり
計画) J の策定 -共に見守り、支え合う地域づくり

-地域福祉を担う人づくり

-医療介護総合確保推進法の成立 -在宅医療・介護連携の推進
(介護保険法の改正) -予防給付を地域支援事業に移行 等

2016 .1ニッポン一億総活躍プラン」閣議 「地域共生社会の実現」を提唱
決定

-改正社会福祉法の成立 -社会福祉法人の地域公益活動の責務等

-成年後見制度利用促進法の成立 -市町村計画の策定等

-改正障害者総合支援法の成立 -障害者の望む地域生活の支援等

-改正母子保健法の成立 -子育て世代包括支援センターの法定化
等

-改正児童福祉法の成立 -市区町村子ども家庭総合支援拠点の設
置等

-再犯防止推進法の成立 -地方再犯防止推進計画の策定等

2017 • 1 1地域共生社会j の実現に向けて -地域課題の解決力の強化
(当面の改革工程) J の決定( 1我が -地域丸ごとのつながりの強化
事・丸ごと J 地域共生社会実現本部) -地域を基盤とする包括的支援の強化

-専門人材の機能強化・最大活用

-改正社会福祉法の成立 -市町村による地域住民と行政等との協
働による包括的支援体制づくり
-地域福祉計画策定の努力義務化
-共生型サービスの創設等

-社会福祉法に基づく市町村における -適切かっ有効な実施を図るための事業
包括的な支援体制の整備に関する指 内容、 留意点等
針(厚生労働省告示)

。 固の取組 <> 県の取組
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E措置「年守正i軍部f~};t主171両日li.i.眉巳r!H5jf.，沼田

0 国は、 「地域共生社会」の実現に向けて、 「ニッポン一億総活躍プランJ (2016 

(平成 28) 年 6 月 2 日閣議決定)や、 � W地域共生社会』の実現に向けて(当面の

改革工程) J (2017 (平成 29) 年 2 月 7 日厚生労働省「我が事・丸ごと J 地域共生

社会実現本部決定)に基づいて、現在、その具体化に向けた取組を進めています。

、

地域共生社会とは

制度・分野ごとの f縦割り j や f支え手J í受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事J として参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会

、司

J 

。 地域共生社会実現本部の下に設置した「地域における住民主体の課題解決力強化

・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討会) J の「中間とりまと

め」等を踏まえ、複合化した課題を抱える個人や世帯に対する支援や「制度の狭間」

の問題など、既存の制度で対応困難な課題の解決を図るため、地域住民による支え

合いと公的支援が連動した包括的な支援体制の構築を目指し、社会福祉法が改正さ

れました。 (2017 (平成田)年 6 月 2 日公布、 2018 (平成 30) 年 4 月 1 日施行)

0 また、改正社会福祉法第 106 条の 3 第 2 項の規定に基づき、 「社会福祉法に基づ

く市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」が策定・公表されました。

【改正社会福祉法の概要]

(1)地域福祉推進の理念の明確化(法第4条)

0 法第4 条第 1 項の規定は、 2000 (平成 12) 年の法改正により盛り込まれたもので

あり、従来、事業を実施するに当たって理解と協力を得るべき存在にとどまってい

た「地域住民」を、事業者及び社会福祉に関する活動(ボランティア等)を行う者

と連携・協力して、地域福祉の推進に努める主体として位置付けています。

今般の改正では、 「福祉サ}ビスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一

員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する

機会j について、 「与えられる」ものでなく、 「確保される j べきものとして規定

を改めています。
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0 法第4条第 2項は、地域福祉の推進に当たり、地域住民、社会福祉を目的とする

事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下、 「地域住民等」とい

う。)は、本人のみならず、その者が属する世帯全体に着目し、福祉、介護、保健

医療に限らない、地域生活課題本を把握するとともに、地域生活課題の解決に資す

る支援を行う機関( r支援関係機関J )と連携し、課題の解決を図るよう特に留意

する旨を定め、地域福祉の理念を明確化しています。

(2 )市町村の包括的な支援体制づくり(法第 106 条の 3第 1 項)

0 地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑

に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備(以

下の①~③)していくことが市町村の努力義務とされました。

① 住民に身近な圏域において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解

決を試みることができる環境の整備(第 1 号)

② 「住民に身近な圏域J において、地域生活課題を包括的に受け止める体制の

整備(第 2 号)

③ 多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築(第 3 号)

(3) 地域福祉計画の充実(法第 107 条の及び 108 条)

0 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について、任意とされ
ていたものを努力義務とするとともに、策定に際しては、 「地域における高齢者の

福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項J 及

び第 106 条の 3第 l 項で規定する「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事

項」が記載すべき事項として追加されました。


