
～地域共生社会が求められる背景～
重点プログラム５

地域共生社会の実現に向けた取組について

健康福祉政策課

平成３０年８月７日 草津市地域福祉推進市民委員会資料 資料２－１



１．草津市の現状と今後について① 人口推移（国との比較）

27,611 26,934 28,896 28,373 

79,667 85,094 70,996 67,582 

26,879 32,257 43,484 44,121 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2015(H27) 2025(H37) 2053(H62) 2065(H72)

草津市の人口推移（まとめ） 単位：人
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日本の人口推移（まとめ） 単位：千人
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●人口減少（2053年：１億人下回る）

●高齢化
・2015年：26%→2053年：38%
・2025年：団塊世代が後期高齢者
・2042年：高齢者がピーク

●少子化
・合計特殊出生率低下 H28：1.44
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●人口減少

・将来的になだらかに減少

●高齢化
・2015年：20%→2053:30%
・2025年：団塊世代が後期高齢者

●少子化
・合計特殊出生率低下H28：1.44
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（厚生労働省資料より）
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団塊の世代が全て７５歳以上（後期高齢者）に到達、後期高齢者が大幅増
≪国民の３人に１人が６５歳以上、５人に１人が後期高齢者≫

草津市の団塊の世代は約５，６００人

１．草津市の現状と今後について② 超高齢化の進展（２０２５年問題～２０４２年問題へ）

２０２５年（Ｈ３７）： 団塊の世代が全て７５歳以上に到達

２０２０年（Ｈ３２）：東京オリンピック・パラリンピック

２０２４年（Ｈ３６）国体・全国障害者スポーツ大会

２０２７年（Ｈ３９）：リニア開通

２０４２年（Ｈ５４）：国全体で高齢者数が最大（推計）

７年後

国の状況

3

●社会保障費（介護保険・医療保険等）が急増
●生活・社会の多様化等に伴い、様々な問題の発生が懸念



・「おたがいさま」の相互扶助
・近所に、日々の生活の不安や悩みを相談できる相手がいる
・近所の家の状況の変化を周囲が気づき合える

２．「地域共生社会」が求められる背景①

かつての地域社会のイメージは・・・

・世代間の価値観の差が拡大
・核家族化の進行
・人々の移動性・流動性の高まり
・個人の自由を求める風潮の高まり

急速な高度成長を遂げる中で・・・

⇒ 地縁、血縁といった伝統的なつながりが徐々に弱く…

平成28年版 厚生労働白書より抜粋 4



・育児不安があっても気軽に愚痴を言ったり相談できる相手がいない
・身の回りのちょっとした困りごとがあっても頼める相手がいない

など

２．「地域共生社会」が求められる背景②

家族のつながりや地域への帰属意識の低下、地域社会の
つながりの希薄化により・・・

このような社会構造の変化に対し、国では、それまで家庭や地域が
果たしてきた支え合いの機能を、介護や保育など公的な支援制度を
整備することで代替えしてきた。

⇒地域において孤立する世帯が、世代を問わず生じている。

⇒今では、公的な支援制度が、生活を支える中心的な役割を
担っている。

平成28年版 厚生労働白書より抜粋 5



しかし・・・

２．「地域共生社会」が求められる背景③

平成28年版 厚生労働白書より抜粋

○共働き世帯の増加や高齢者の増加により、子育てや介護の支援
がこれまで以上に必要となり、
・「高齢者介護」
・「障害福祉」
・「子育て支援」
・「生活困窮者」など
様々な分野において、核家族化、ひとり親世帯の増加、地域のつな
がりの希薄化などにより家族又は地域内の支援力が低下しているとい
う状況が生じてきた。

⇒地域全体で支える力を再構築することが求められる。
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２．「地域共生社会」が求められる背景④

平成28年版 厚生労働白書より抜粋

・今までは、行政が提供する公的なサービスが中心となって、

という関係の中で困り事を解決し、国民の生活を支えてきた。

・公的なサービスは、その時々の社会的ニーズの高まりに応じて、
分野ごとに質・量ともに充実が図られてきた。

（相談支援の例）
・高齢者 → 地域包括支援センター
・障害者 → 障害者相談支援事業
・子育て → 地域子育て支援拠点事業 など

行政では、
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２．「地域共生社会」が求められる背景⑤

平成28年版 厚生労働白書より抜粋

昨今では、様々な分野の課題が絡みあって複雑化したり、世帯単
位で複数分野の課題を抱えるといった状況がみられ、対象者を制度
に当てはめるこれまでの福祉サービスの在り方では対応できず、適切
な支援を受けられないといった課題がある。

「ダブルケア」…働き方の変化や現役世代の晩婚化・晩産化の傾向により、結果とし

て、１人の人や１つの世帯が同時期に介護と育児の両方に直面している状況

「８０５０問題」…軽度の認知症が疑われる８０歳代の老親が、無職で引きこもっている

５０歳代のこと同居している「８０５０問題」

例えば・・・

複合的な課題を抱え地域から孤立している家庭に対し、必要な
サービスを的確に組み合わせて提供できておらず、複雑化・多様化
する福祉ニーズに対応しきれていないという問題が生じている。
対象者毎の制度別の対応ではなく、複合的な課題を包括的・総合
的に解決していくことが必要となっている。
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生活
困窮

社会的
孤立

移動
困難

認知症
引きこ
もり

精神疾患

障害

健康面

子育て
介護

分野横断的・包括的な取組（支援）の必要性

病気就労困難
など

地域の様子 ➡ 多様化・複雑化する課題

３．訪問や相談から見えてきた地域の様子

外国人
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地域の高齢者等の様子
～地域包括支援センターの相談活動から～

○認知症の発症や進行とともに地域の活動や行事に顔を出さなくなった。家での介護はどんな様子か周囲の
人も気になるがどう声かけしたら良いかわからない。家族からの発信はない

○高齢のひとり暮らしの転入者。地域との交流はない。今後の生活の不安からか飲酒が増え、生活リズムも
乱れ栄養状態や病気が悪化している

○精神疾患を抱えているひとり暮らしの高齢者。大声を出したり奇異な行動があり地域住民から入院させて
ほしいと要望があがっている。本人は妄想があるものの日常生活は自立できている。

○もともと近所付き合いが煩わしく駅前マンションに高齢者夫婦で暮らす。認知症の本人が介護サービスを利
用したがらず家族だけで介護を余儀なくされ疲弊している。親しい近所の人もいない。本人も介護者も孤立し
ている。

○介護が必要な高齢者と障害者（ひきこもりなど）がいる家族。それぞれには支援者がいるが介護者家族が
悲観している。周囲に悩みを打ち明けられず問題を抱え込んでいる様子。

○知的障害があるひとり暮らしの高齢者。今まではひとりで生活をしていたが、最近ゴミ出しができていない、
物忘れもある様子。本人からの困りごとはなく、周囲は気にかけているが以前から本人が誰かに家に来られ
るのを拒むため生活の様子がわからない。

など
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◯新興住宅地や駅前の地域では、市外からの転入者も多く、地域に馴染みがない、周囲に知り合いがいない、身
近に育児協力者がいない人がいる。

◯駅前のマンションでは、子育て世代が多く生活しているが、あいさつ程度で交流が少ない。困った時には携帯で
友達や遠方の実家に相談している。

◯親同士の付き合いがうまくできないことにストレスを感じている人がいる。

◯地域によっては、３世代同居や近くに祖父母が住んでいて協力が得られやすい世帯もあるが、周囲にママ友な
ど知り合いがいないため孤立している人がいる。

◯駅から遠い地域で交通手段も少ない地域は、車がないと子どもを連れて出かけにくい。また、駅近くの地域で
は、普段の生活は特に支障はないが、車を持っていなかったりペーパードライバーの母は、病院の受診や療育に
は行きにくい。

◯子育てサロンやサークルが少ない地域がある。様々な子育ての情報を知らない人がいる。

◯外国人が多い地域がある。大学の留学中で数年滞在している。経済的に余裕がなくコミュニケーションの問題
から孤立しがちな人がいる。

◯経済的な困窮の問題を抱える世帯や、若年での妊娠出産、シングル家庭、周囲の支援が得にくい、子育ての
知識が乏しく親が生活能力が低いなど養育の問題、これら複数の課題を抱えている家庭がある。

◯発達に課題や病気・障害がある子を養育している親は、負担感や孤立感を抱えている。子育てサロンやサーク
ルなどには他の親子とのトラブルを心配して、参加しにくく地域から孤立しがち。

地域の親子の様子 ～地区担当保健師の訪問活動から～
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地域に暮らす人たちが
抱える課題

４．国が示す「地域共生社会」とは？

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「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」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、地域をともに創っていく社会

地域共生社会とは…

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）より抜粋

将来自分や家族の課題になるかも
（＝「我が事」として考える）

地域には、高齢者、子ど
も、障害者など、様々な
人が暮らしている

地域づくりを進めることで、あらゆる
住民が楽しみや生きがいを見出す
機会が提供できる
（＝「丸ごと」つながる）

暮らしやすい地域をつくることは自分のためになる

『縦割り』から『丸ごと』

『我が事」・『丸ごと」の地域づくり

・複合的な課題などへの包括的な相談支援体制の構築
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このページは白紙です。
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「地域共生社会」の実現に向けて（国の動き）

背景・課題・改革の方向性

改革の骨格

⒊ 地域を基盤とする包括的支援の強化
地域包括ケアの理念を普遍化し、生活上の困難を

抱えるすべての人が地域で自立した生活を送ることがで
きるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動
し、地域を『丸ごと』支える包括的な支援体制を構築し、
切目のない支援を実現する。

⒈ 地域課題の解決力の強化
生活に身近な地域で、「支え手」「受け手」という関係
を超えて支え合う取組を育み、様々な困難を抱えた場
合でも、安心してその人らしいせいかつを送ることができ
る社会を実現する。

〇 核家族化・地域のつながりの希薄化等
➡ 福祉ニーズの多様化・複雑化
制度ごとの福祉サービスの提供
➡ 複合的な課題がある人への対応

〇 高齢化率の上昇 ➡ 介護を必要とする人の増加
少子高齢化・人口減少の進展
➡ 日本全体の労働力人口が減収（支え手が不足）

⒉ 地域丸ごとのつながりの強化
地域において、社会保障・産業などの領域を超えてつ
ながることで、人々の多様なニーズに応えると同時に、
資源の有効活用や活性化を実現するという「循環」を生
み出し、人々の暮らしと地域社会の双方を支える、

〇 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換
〇 公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換

⒋ 専門人材の機能強化・最大活用
専門性の確保に改慮しつつ養成課程のあり方を見
直すことで、保健医療福祉の各資格を通じた基礎的
な知識や素養を身につけた専門人材を養成する。

「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革
工程）」から

厚生労働省 新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT報告

国の地域共生社会の実現を目指したこれまでの経緯

平成２７年９月 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン（誰もが支え合う地域の構築に向け
た福祉サービスの実現）」提供のあり方を公表

地域社会を取り巻く環境の変化により、国民の抱える福祉ニーズが多様化・複雑化していることから、こ
れらの課題を解決するため、誰もが支え合う地域の構築を目指し取りまとめられたもの。

平成２８年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」（閣議決定）に地域共生社会の実現が盛り込まれる

支え手側と受け手側が常に固定しているのではなく、皆が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍
できる地域社会の実現を目指す。あわせて、寄附文化を醸成し、NPOとの連携や民間資金の活用を図
る。また、支援の対象者ごとに縦割りとなっている福祉サービスの相互利用等を進めるとともに、一人の
人材が複数の専門資格を取得しやすいようにする。

平成２８年７月 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を厚生労働省内に設置し、地域共生社
会の実現に向けた検討を加速

「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」を公表平成２９年２月

厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

改革の骨格に記載した方向性を踏まえて、
〇 まずは本年の制度改正において、「地域共生社会」の実現に向けた『我が事』・『丸ごと』の取組を
進めるための改正法案を提出する。
〇 その上で、平成３０年以降の制度改正と報酬改定において、全国的な体制整備を進めるための
措置を講じる。
〇 並行して、専門人材の養成課程の見直しを進め、２０２０年代初頭の『我が事』・『丸ごと』の全面
展開に向け、改革を着実に実施していく。

平成２９年２月 社会福祉法改正案（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
を改正する法律案）を国会に提出

平成２９年６月 社会福祉法改正案可決・成立（５月） 公布

平成２９年１２月 「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」の
策定・公表および関連通知の発出 15



◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「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』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、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】

「地域共生社会」とは 平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
 市町村による包括的支援体制の制度化
 共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価など
 生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

実現に向けた工程

○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、
生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】

市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な
包括的支援のあり方の検討

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】

 地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の
一部免除の検討

「地域共生社会」の実現
 多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

厚生労働省資料より抜粋
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新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンより 17



国の包括的な相談支援体制のイメージ
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