
 

　　　　　　

「千葉県高齢者保健福祉計画（平成２４年度～平成２６年度）」の概要

誰もが自分らしく、

生き生きと安心して暮らし続けるために、

みんなで力を合わせて、

住みやすく、安全で元気なまちにしたい

１ 個人の尊厳の確立

２ 安全で安心な生活環境の整備

３ 互いに支え合う地域社会づくりの促進

４ 地域包括ケアシステムの構築

基本理念

本計画は、老人福祉法第２０条の９の規定による 「老人福祉計画」及び介

護保険法第１１８条の規定による「介護保険事業支援計画」を一体的な計画

として策定したものです。

また、本計画は、千葉県総合計画「輝け！ちば元気プラン」及び「第二次千

葉県地域福祉支援計画」の高齢者分野に関する個別計画です。

計画の位置付け

お年寄りが安心して暮らせる高齢者対策についての満足度 （県政に関する世論調査）

基本指標

基本的視点

計画の期間

１ 高齢期に向けた住まいの充実

と多機能化の推進

２ 互いに見守り支え合う地域

づくりの推進

３ 保健・医療・福祉・介護の

連携強化と介護予防の推進

４ 認知症対策の推進

基本施策

資料２－１

地域包括ケアシステムの構築の促進

重点的な取組み

平成２４年度～平成２６年度までの３年間

♢高齢化の進行 → 特に後期高齢者の増加

生産年齢人口の減少

H22 人口622万人、高齢者132万人(21.5%）

H27 人口626万人、高齢者155万人(24.7%)

H37 人口617万人、高齢者177万人(28.7%)

♢一人暮らし又は夫婦のみの高齢者世帯の増加

♢要介護（要支援）高齢者数の増加

♢認知症高齢者の増加 等

高齢者を取り巻く現状と課題

【県の役割】

計画の推進

お年寄りが安心して暮らせる高齢者対策についての満足度 （県政に関する世論調査）
【現状（平成２３年度）】 １７．０％ → 【目標（平成２６年度）】 ２０．０％

基本指標
計画の期間

連携強化と介護予防の推進

４ 認知症対策の推進

５ 福祉人材等の確保・定着対策

の推進

介護保険サービス量の

見込み

※ 別紙のとおり

♢千葉県高齢者保健福祉

計画策定・推進作業部会

委員 ２６名

２３年度 ７回開催

♢千葉県社会福祉審議会

老人福祉専門分科会

委員１５名

２３年度 ２回開催

計画の策定体制

連 携

市町村が定める日常生活圏域地域医療連携

医療
介護

【地域包括ケアシステム】

急性期病院
・連携病院

厚生労働省「社会保障・税一体改革で目指す将来像」（平成24年1月6日）、
千葉県「千葉県保健医療計画」（平成23年４月）を基に作成

・グループホーム
・小規模多機能

・認知症連携パス 等

地域包括ケアのイメージ

♢認知症高齢者の増加 等

♢高齢者向け住まい(住宅・施設)の検討

♢地域の実情に応じ、支え合う体制と適切な

医療・介護・生活支援等の提供体制づくり

♢認知症対策の推進

♢医療・福祉を担う人材の育成・確保 等

【県の役割】

県が主体となって広域自治体と

しての各種事業を行うとともに、

市町村が独自性を発揮して地域の

特性に応じた施策を展開できる

よう支援・助言に努めます。

【計画の推進体制】

県庁内関係各課で構成する

「高齢者福祉施策推進会議」を核

に、各課で連携して部局横断的に

取り組むことにより、総合的な

計画の推進を図ります。

計画の推進老人福祉専門分科会

委員１５名

２３年度 ２回開催

♢千葉県介護保険事業支

援計画・高齢者保健福祉

計画圏域連絡協議会

７圏域 各３回開催

千葉県の人口

通院
通所

訪問介護

連 携

包括的
マネジメント

・在宅医療連携拠点
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ

（市町村）
・ケアマネジャー

中間型施設

介護老人保健施設等

医療

・自宅・サービス付き
高齢者住宅 等

住まい

介護

特別養護
老人ホーム

等
在宅医療
・訪問看護

高齢者等
住民

生活支援介護予防

回復期病院

(回復期リハ)

急性期病院
・連携病院 ・グループホーム

・小規模多機能
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・居宅サービス事業所

等

・認知症連携パス 等

かかりつけ医
かかりつけ歯科医
かかりつけ薬局 等

取り組むことにより、総合的な

計画の推進を図ります。

【計画の評価】

「千葉県高齢者保健福祉計画

策定・推進作業部会」で毎年度

計画の実施状況の確認と成果の

評価を行うほか、必要に応じ

「千葉県社会福祉審議会老人福祉

専門分科会」において審議

します。

☆地域包括ケア：

高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、①介護、

②予防、③医療、④生活支援、⑤住まいの５つのサービスを一体化して提供していくこと。
昭和60年～平成22年は総務省統計局「国勢調査結果」で年齢不詳を除いて算出（各年

10月1日現在）。平成27年～平成37年は「千葉県『政策環境基盤調査（将来人口推計）』」、

平成42年～平成47年は、国立社会保障・人口問題研究所で推計した値を使用。

老人クラブ・自治会・ボランティア・地区社協・NPO・民生委員 等

中間型施設

介護老人保健施設等

地域福祉フォーラム

生活支援介護予防

見守り・支え合い

循環型医療
連携システム

福祉人材の
確保・定着

認知症対策 特養等施設整備

県の
支援策
（例）

相談支援（中核地域
生活支援センター）



計画の施策体系 介護保険サービス量の見込み

♢広域型特別養護老人ホー
ム等の整備促進
♢ 住宅リフォームの促進
♢ 鉄道駅へのエレベーター
設置の促進

♢ 孤立化防止対策の推進
♢ 制度外サービス事業所設
置の促進
♢ 日常生活自立支援事業の
促進（権利擁護）
♢ 生涯大学校の運営

基本施策１ 高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
指 標 住生活に関する満足度（６５歳以上）

具体的施策

① 多様な住まいのニーズへの対応

② 自立や介護に配慮した住宅の整備促進

③ 施設サービス基盤の整備促進
④ 自立や介護、安全・安心に配慮した道路整備や建物配置の促進

基本施策２ 互いに見守り支え合う地域づくりの推進

指 標
高齢者の安否確認・見守りのための関係団体とのネットワークを構築

している市町村の数

① 地域での支え合い・見守りネットワークの整備促進

② 地域包括支援センター等の整備・機能の充実の促進

③ 高齢者が担い手となって活躍できる地域づくりの推進

関連事業（例）

関連事業（例）

２３年度
実績(見込み)

２６年度
見込み

（B) 

比較

（A) B/A 

居宅サービス

訪問介護（回/週） 139,221 181,948 1.3

訪問入浴介護（回/週） 5,659 6,613 1.2

訪問看護（回/週） 9,963 12,920 1.3

訪問リハビリテーション（回/週） 3,959 6,852 1.7

居宅療養管理指導（人/月） 19,754 23,671 1.2

通所介護（回/週） 82,139 105,658 1.3

通所リハビリテーション（回/週） 27,281 33,027 1.2

短期入所生活介護（週/６月） 104,985 134,120 1.3
♢ 生涯大学校の運営

♢ 「定期巡回随時対応型訪
問介護看護」等の普及促
進（新規）
♢ 在宅医療推進体制の整備
（新規）

♢ かかりつけ医、訪問診
療・看護の普及促進
（新規）

♢ 介護度重度化防止対策の
促進（新規）

♢ 認知症コーディネーター

具体的施策 ④ 高齢者虐待防止対策の充実

⑤ 高齢者の権利擁護の推進

⑥ 生涯を通じた福祉に関する教育・学習・ボランティア活動の促進

⑦ 地域福祉フォーラムの活性化

基本施策３ 保健・医療・福祉・介護の連携強化と介護予防の推進
指 標 元気な高齢者（要支援・要介護になっていない高齢者）の率

具体的施策

① 医療・介護サービス基盤の整備促進

② 医療・介護サービスの質の確保・向上・充実、給付の適正化

③ 地域リハビリテーションの充実

④ 医療・介護サービスの連携強化

⑤ 健康づくりの推進

⑥ 介護予防の推進

基本施策４ 認知症対策の推進
指 標 認知症対策のネットワークを構築している市町村の数

① 認知症に対する正しい理解の普及・啓発

関連事業（例）

関連事業（例）

短期入所療養介護（週/６月） 13,694 17,160 1.3

福祉用具貸与（件/年） 541,637 634,670 1.2

特定福祉用具販売（件/年） 14,722 19,103 1.3

居宅介護支援（人/月） 82,243 95,756 1.2

住宅改修（件/年） 10,011 13,995 1.4

特定施設入居者生活介護（人/月） 5,682 8,537 1.5

施設サービス

指定介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）（人/月）

15,615 20,990 1.3

介護老人保健施設（人/月） 12,361 14,573 1.2

指定介護療養型医療施設（人/月） 1,827 1,596 0.9

地域密着型サービス

定期巡回随時対応型訪問介護看護
（人/月）

- 1,170 皆増

夜間対応型訪問介護（人/月） 192 845 4.4

認知症対応型通所介護（回/週） 2,139 3,376 1.6♢ 認知症コーディネーター
の養成（新規）
♢ 認知症連携パスによる医
療・介護連携の推進
♢ 認知症サポート医の養
成・かかりつけ医の対応
力向上

※ 具体的施策それぞれに個々の事業が貼り付きます。

♢ 合同就職説明会等の実施
♢ 福祉人材センターの運営
♢ 医師・看護師確保対策の
推進

具体的施策

① 認知症に対する正しい理解の普及・啓発

② 認知症予防の推進

③ 早期診断と適切な医療・介護サービスの提供体制の整備

④ 本人と介護家族への相談支援体制の整備・充実

⑤ 認知症ケアに携わる人材の養成・資質向上

⑥ 若年性認知症対策の推進

基本施策５ 福祉人材等の確保・定着対策の推進
指 標 介護保険関係介護職員の数

具体的施策

① 保健・医療・福祉・介護に携わる人材の確保・養成・資質向上

② 支え合う地域づくりの担い手となる人材の養成

③ 職員が安心して働ける職場づくりの推進

④ 福祉の仕事の魅力に関する広報の推進

関連事業（例）

認知症対応型通所介護（回/週） 2,139 3,376 1.6

小規模多機能型居宅介護（人/月） 1,202 2,415 2.0

複合型サービス（人/月） - 423 皆増

認知症対応型共同生活介護（人／月）
（認知症高齢者グループホーム）

5,017 6,873 1.4

地域密着型特定施設入居者生活介護
（介護専用型）（人/月）

66 309 4.7

地域密着型介護老人福祉施設（人/月） 639 1,793 2.8

65歳以上の第1号被保険者数・要介護（要支援）数等

第1号被保険者数
※
1,327,024

※
1,521,608 1.1

要介護（要支援）認定者数
（第2号被保険者含む）

190,015 222,836 1.2

※ 介護保険事業計画策定に係る市町村見込み数値


