
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部健康福祉指導課 課長名 平井 正久 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

「千葉県地域福祉支援計画」で示された①誰もが、②ありのままに・その人らしく、③地域で暮らすことができる

「新たな地域福祉像」の実現に向けて、県民一人ひとりが「自らの生活が変わりつつある」といった実感を持てる施

策を推進します。 

高度化、多様化する県民の福祉ニーズに的確に対応していくため、第一線で活躍できる福祉人材の養成・確保を図

ります。 

 生活保護法の適正実施を推進するため、健康福祉センター及び市福祉事務所を指導します。 

 旧軍人・遺族・被爆者等の援護の充実を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名 地域福祉の円滑な推進 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ２

アクションプラン 
における位置付け 

戦略１ ２１世紀のちば経済活性化戦略の展開 
戦略６ みんなでつくる新しい地域社会 
施策７ 健康福祉千葉方式による施策推進のための基盤整備 
施策８ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 
施策９ 一人の人間としての尊厳の確保 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県地域福祉支援計画、千葉県老人保健福祉計画
（千葉県介護保険事業支援計画） 

関係
課名

健康福祉政策課、高齢者福祉課、障害
福祉課、保険指導課 
 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

自らの判断により､ありのままの姿で､

地域において明るく楽しく生活してい

ると感じている人の割合 

53.9％ 

（17年度） 

割合を高めます。 

（毎年度） 

56.7％ 

（18年度） 
A

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

「千葉県地域福祉支援計画」で示された「新たな地域福祉像」の実現をするためには、住民

に最も近い市町村の積極的な施策展開が必要です。 

 

目標の 

達成状況総括 

「地域福祉の円滑な推進」に向けて順調に進んでいます。 

 その理由として、①福祉の人材育成・確保を図るため、新世代リーダー育成研修等を実施す

るとともに、地域総合コーディネーター研修を実施し、福祉の人材育成を図るとともに、県、

広域、地域、それぞれのネットワーク化が図れたこと②新しい地域社会づくりを推進するため

に、県内14箇所の中核地域生活支援センターにおいて、コーディネーターを各1名増員したと

ころ、18年度は約70,000件の相談を受けたこと。また、公的制度外サービス事業所の設置支援

を行う「星の数ほどあなたのために事業」を県内10箇所で展開するとともに、全ての福祉サー

ビスに対して、第三者評価・情報公表事業を実施し、福祉サービスの向上と良質なサービスの

選択を支援したことなどがあげられます。 

 この結果、最終指標である「自らの判断により、ありのままの姿で、地域において明るく楽

しく生活していると感じる人の割合」が、前年に比べて、2.8％増加しました。 

 

 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

877,945 971,279 
金額

895,650 1,036,113 

3.5 2.9 
Ⅰ 

（福祉の人材育成・確保） 

 高度化、多様化する県民の福祉ニーズに的確に対応してい

くため、第一線で活躍できる福祉人材及び次世代を担う人材

の養成・確保を進めます。 人員
3.5 2.9 

6,291,764 4,740,625 
金額

5,639,710 3,627,987 

7.0 7.0 Ⅱ 

（低所得者対策） 

 生活保護法の適正実施を推進するため、各健康福祉センタ

ー及び市福祉事務所の監査を実施し、適正な実施に向けた指

導を行います。 

 また、生活保護法の指定医療機関及び指定介護機関に対

し、適正な実施に向けた指導を行います。 
人員

7.0 7.0 

1,282,300 1,279,714 
金額

1,223,524 1,234,468 

7.0 7.0 
Ⅲ 

（旧軍人・遺族・被爆者等援護対策） 

 旧軍人・戦傷病者・戦没者遺族・被爆者援護業務について、

各種援護業務の周知、相談等を行います。 

また遺家族等への各種給付金の裁定、原爆被爆者手当の認

定等を的確に行います。 人員
7.0 7.0 

1,046,697 1,092,744 
金額

965,540 1,024,919 

10.5 10.8 

Ⅳ 

（新しい地域社会づくりの推進） 

・介護保険制度や支援費制度等の既存の公的制度では不足す

るサービスや制度間の隙間の部分に対応するサービス「星の

数ほどあなたのために事業」を全県的に展開します。 

・高齢者･障害者等の移動困難者が移送サービスをいつでも･

どこでも利用できるよう、福祉有償運送が安全･適法に提供

されるよう支援します。 

・「千葉県ホームレス自立支援計画」に示されたホームレス

の自立支援のための巡回相談や能力活用などの事業を進め

ます。 

・福祉サービスの向上と利用者の良質なサービスの選択を支

援するため、介護サービスのみならず支援費も含めた全ての

福祉サービスに横断的・包括的な第三者評価・情報公表事業

を実施します。 

・中核地域生活支援センター事業の機能を強化するため、弁

護士会とのタイアップ事業を行うとともに、業務量の増大に

対応してコーディネーターを追加配置します。 

・「千葉県福祉まちづくり条例」に基づき、高齢者や障害者

等が安全かつ快適に暮らせるよう公益的施設等のバリアフ

リー化に取り組みます。 

・地域住民一人ひとりが主役となる地域づくりを促進し、地

域福祉フォーラムの県内各圏域への設置を推進するためる

ため、市町村が創意工夫のもと､住民参加により策定する「地

域福祉計画」づくりを支援するとともに、県域フォーラムの

支援を行います。 

人員
10.5 10.8 

32,846 27,782 
金額

24,797 24,353 

3.0 3.0 
Ⅴ 

（情報及び統計） 

・総合情報提供システム「ちばウエルナビ」により、高齢者・

障害者・児童をはじめとするあらゆる県民の方に必要な福祉

施設サービス・在宅サービスの情報を提供していきます。 

また、高齢者・障害者などに使いやすいホームページの普

及・推進するため、「誰でもつかえるホームページコンテス

ト」を行います。 

人員

3.0 3.0 

10,460 9,664 
 

9,551 5,043 

1.0 0.3 
Ⅵ 

（衛生研究所の機能強化） 

・衛生研究所を健康危機に係る情報の発信等の拠点とし、県

内外の健康・安全情報の集約・蓄積・分析等を行い、広く県

民が活用できる体制を整備します。 
 

1.0 0.3 



（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

新世紀リーダー育成研修修了者数   
２０人 

（１７年度） 

２０人（１８年度） 

１００人（２１年度） 

１７人 

（１８年度） 
B

地域総合コーディネーター育成研修

修了者数           *1 

１４人 

（１７年度） 
１４人（１８年度） 

１４人 

（１８年度） 
AⅠ 

地域づくりリーダー育成研修修了者

数               

－人 

（１７年度） 

６０人（１８年度） 

２４０人（２１年度） 

１８人 

（１８年度） 
C

Ⅱ 
健康福祉センター及び市福祉事務所

に対する法施行事務監査実施数 

３９健康福祉センタ

ー及び市福祉事務所 

（１７年度） 

３９健康福祉センタ

ー及び市福祉事務所 

（１８年度） 

３９健康福祉センタ

ー及び市福祉事務所 

（１８年度） 

A

Ⅲ 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

の審査件数（累計） 

１０，０００件 

（１７年度） 

４５，０００件 

（１９年度） 

３１，５１４件 

（１８年度） 
A

あなたに合わせた支援事業所設置支

援数                          *3 

７８箇所 

（１７年度） 

156箇所（18年度） 

800～1000（20年度） 
166箇所（18年度） A

地域福祉計画策定市町村数 
１６市町村 

（１７年度） 

１２市町村 

（１８年度） 

３市 

（１８年度） 
C

ホームレス巡回相談事業実施市町村

数 

１市 

（１７年度） 

２市町村 

（１８年度） 

１市 

（１８年度） 
B

公益施設等の適合証交付件数 
５００ 

（１７年度） 

６５０ 

（１８年度） 

６９８ 

（１８年度） 
A

Ⅳ 

基本福祉フォーラム及び小域福祉フ

ォーラムの設置数 

２０箇所（予定） 

（１７年度） 

100箇所（18年度） 

656箇所（20年度） 

２０箇所 

（１８年度） 
C

Ⅴ 
総合情報提供システム「ちばウエルナ

ビ」へのアクセス件数 

３５，５１８件 

（１７年度） 

４５，０００件 

（１８年度） 

３４，６２５件 

（１８年度） 
C

*1「地域総合コーディネーター」 

  中核地域生活支援センターに配置され、当該地域における福祉をはじめとした地域生活に必要な諸サービスを総合

的にコーディネート（調整・組立・支援）しながら地域づくりする役割を担う人です。 

*2「健康福祉千葉方式」 

  子ども、障害者、高齢者といった対象者横断的な施策展開を図るとともに、施策の企画段階から当事者を含めた県

民と行政が協働し、一体となって施策展開を図っていくこと。 

*3「あなたに合わせた支援事業所」 

  介護保険や支援費制度などの公的制度では不足する、あるいは公的制度間のすき間に対応する有償サービスを提供

する事業所 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

①「新たな地域福祉像の実現」に向けた施策については、プロジェクト・ブレーメンの研究会・作業部

会の報告（中間報告含む）がなされたことから、提言に沿った施策を実行に移していく必要があります。

②「新たな地域福祉像の実現」に向けた施策については、住民に最も近い市町村の自発的・積極的な事

業展開を誘発する施策が有効であることから、市町村が地域住民と協働して主体的に実施する新たな地

域づくりのための事業への支援に重点的に取り組む必要があります。 

③生活保護の被保護世帯の自立支援施策については、「生活保護制度を見直し生活支援を確立する研究

会」における検討成果を踏まえ、県での事業化・国への要望・市など実施機関への指導を行っていく必

要があります。 

④ホームレスの自立支援施策については、「千葉県ホームレス自立支援計画」に基づく施策を着実に実施

していく必要があることから、市町村や民間団体等と連携し、総合的な自立支援事業を実施していく必

要があります。 

⑤福祉人材育成施策については、質の向上及び地域社会における福祉リーダーの養成が急務であること

から、県民の福祉ニーズに的確に対応できる人材を養成していくとともに、各地域福祉圏域における地

域福祉リーダーを養成していく必要があります。 

今後の 

施策展開 

①千葉県地域福祉支援計画で示された①誰もが、②ありのままに・その人らしく、③地域で暮らすこと

ができる「新たな地域福祉像」を実現するため、プロジェクト・ブレーメンの研究会・作業部会の検討

成果・提言に沿った施策を実施していきます。 

ア 地域福祉フォーラムの設置を促進します。 

イ 地域福祉フォーラム等が主催する生活圏タウンミーテイングを支援し、「地域づくり条例（ブレー

メン条例）」（仮称）の検討に向けた議論をしていきます。 

ウ 市町村が地域住民と協働して取り組む地域の実情に応じた「市町村地域福祉計画」策定や地域コ

ミュニティ活動、ブレーメン型地域社会づくり推進のための事業への助成により、県民が変革を実

感できる住民・市町村協働による新たな地域づくりを支援します。 

エ 既存の公的サービスでは不足するサービスや制度間の隙間部分に対応するサービスを提供する事

業者（星数事業所）の創出を支援します。 

オ 中核地域生活支援センターの体制や機能を強化します。 

カ すべての福祉サービスについて、横断的・包括的な第三者評価・情報公表システムを構築し、評

価・情報公表を実施します。 

キ 移動困難者のための移送サービスを行う福祉有償運送の提供主体を支援します。 

② 生活保護の被保護世帯の自立支援施策については、「生活保護制度を見直し生活支援を確立する研究

会」における検討成果を踏まえ、就業・生活自立支援のための事業を実施します。 

③ ホームレスの自立支援施策については、市町村や民間団体等と連携し、相談・健康管理・生活の場

の確保・就労支援等の総合的な自立支援事業を実施します。 

⑤ 福祉人材育成施策については、民間研修と県の研修を併せ体系的に情報提供するなど研修受講推進

のための事業を実施するとともに、明日の地域福祉を担う地域福祉リーダーを養成します。 

昨年度と

の 

主な変更

点・ 

改善点 

① 市町村が地域住民と協働して取り組む地域の実情に応じた「市町村地域福祉計画」策定やブレーメ

ン型地域社会づくり推進のための事業への助成を実施します。 

② 地域福祉フォーラム等が主催する生活圏タウンミーテイングを支援し、「地域づくり条例（ブレーメ

ン条例）」（仮称）の検討に向けた議論をしていきます。 

③ 移動困難者のための移送サービスである福祉有償運送について、市町村等と連携し、民間団体（社

会福祉協議会・ＮＰＯ法人、ボランティア団体等）による福祉有償運送が安全・適法に提供できるよ

う支援します。 

④ 中核地域生活支援センターにおける業務需要の拡大に対してパワーアップを図るため、体制・機能

を強化します。 

⑤「千葉県福祉サービス第三者評価・情報公表システム（仮称）」により、すべての福祉サービスについ

て、横断的・包括的な第三者評価・情報公表を実施します。 

⑥ 福祉人材の育成と資質向上のため、研修推進検討委員会（仮称）を設置し、民間研修の把握・県研

修と合わせた情報提供を行います。また、県域・広域・小域の各地域福祉圏域における地域福祉リー

ダーを養成するための研修を実施します。 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・「新たな地域福祉像の実現」に向けた地域

福祉の円滑な推進のための事業実施（通年）

・福祉サービスの第三者評価・情報公表推進

組織の設置 

・あなたに合わせた支援事業所・全県普及事

業の公募 

・研修推進検討委員会（仮称）の設置 

・生活保護法施行事務監査の実施及び生活保

護の被保護世帯の自立支援事業実施（通年）

・ホームレスの自立支援事業の実施（通年）

４月 

～６月

・「新たな地域福祉像の実現」に向けた地域福祉

の円滑な推進のための事業実施（通年実施） 

・福祉サービスの第三者評価推進会議を設置、調

査機関の指定 

 

 

 

・生活保護法施行事務監査の実施及び成果地歩後

の被保護世帯の自立支援事業実施 

・ホームレスの自立支援事業の実施 

７月 

～９月 

・福祉サービスの第三者評価・情報公表にか

かる評価・情報公表機関、調査員の育成 

・あなたに合わせた支援事業所・全県普及事

業の公募 

・研修受講推進事業の検討 

７月 

～９月

・福祉サービスの第三者評価・情報公表調査員養

成研修を実施、評価機関の認証 

 

10月 

～12月 

・福祉サービスの第三者評価・情報公表にか

かる評価・情報公表機関、調査員の育成 

・研修受講推進事業の実施 

 

10月 

～12月

・福祉サービスの第三者評価・情報公表調査員養

成研修を実施、評価機関の認証 

・あなたに合わせた支援事業所・全県普及事業の

公募 

１月 

～３月 

・福祉サービスの第三者評価・情報公表の実

施 

・研修受講推進事業の実施 

 

１月 

～３月

・福祉サービスの第三者評価・情報公表調査員養

成研修を実施、評価機関の認証 

・福祉リーダー育成研修の実施 

・「星数フォーラム」の開催 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 福祉の人材育成・確保 

福祉リーダー育成研修を実施し、福祉分野の第一線で活躍している人々を中心に次世代リーダ

ー１７名、地域総合コーディネーター１４名、地域づくりリーダー１８名に対する研修を実施し

ました。 

Ⅱ 低所得対策事業 

生活保護法の適正実施を推進するため、３９箇所の健康福祉センター及び市福祉事務所に対し

監査を実施しました。 

また、生活保護法の指定医療機関１２箇所、指定介護機関４箇所に対し、適正な実施に向けた

指導を実施しました。 

Ⅲ 旧軍人・遺族・被爆者等援護対策 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の審査を３１，５１４件実施し、戦没者等の遺族へ弔慰を

表しました。 

Ⅳ 新しい地域社会づくりの推進 

公的制度外サービス供給事業所の設置補助を６団体に対し行いました。また、事業所を普及創

設するための説明会を１３圏域で実施し、２６４人が参加し、さらに事業所創設のための人材養

成講座を開催し、２１２人が参加しました。 

「千葉県ホームレス自立支援計画」に基づき、巡回相談、自立支援ハウスに対する助成の実施

や健康診断等、関係市町村や民間ボランティア等と連携のもと実施しました。 

福祉サービス第三者評価事業については、第三者評価機関を２１法人認証しました。評価調査

員養成研修を実施した結果、２４８名が受講しました。第三者評価受審事業所は３事業所（保育

所：１、児童養護施設：１、乳児院：１） 

介護サービス情報公表事業については、情報公表調査機関を１９法人指定しました。調査員養

成研修を実施した結果、４９０名が受講しました。８月から公表を開始し、３，６８２事業所の

情報を公表しました。 

中核地域生活支援センターについては、全ての圏域でコーディネーターを1名増員し、体制強

化を図りました。 

千葉県福祉のまちづくり条例に基づき、整備基準に適合している公益的施設等７２箇所に対し

て適合証を交付しました。 

基本フォーラム３箇所、小域福祉フォーラム１７箇所に対して立ち上げに係る経費について助

成しました。 

Ⅴ 情報及び統計 

 福祉施設等の総合情報提供システム「千葉ウェルナビ」により、福祉施設サービス・在宅サー

ビスの情報を発信し、３４，６２５件のアクセスがありました。 

 また、高齢者・障害者などに使いやすいホームページを普及・推進するため「誰でも使えるホ

ームページコンテスト」を実施しました。 

Ⅵ 衛生研究所の機能強化 

 県民を対象に健康福祉リソースセンター事業のホームページを開設し、情報発信を開始しまし

た。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 

Ⅳ 新しい地域社会づくりの推進 

第三者評価・情報公表システムを構築したことにより、介護サービス事業所が受ける情報公表

調査（義務）に併せて第三者評価を受審できる体制（セット受審）が整ったため、介護サービス

事業所への第三者評価の受審促進を行います。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ 福祉の人材育成・確保 

健康福祉千葉方式次世代リーダー育成研修、地域づくりリーダー育成研修は受講者を公募等に

より募集したが、開催日時の関係で定員に満たなかった。 

Ⅱ 低所得対策事業 

生活保護法による施行事務監査を実施した結果、依然として生活実態の把握や扶養義務調査等

が不十分な実施期間が散見されたため、今後も引き続き監査等を通じて保護の適正実施を推進し

ていく必要がある。 

Ⅲ 旧軍人・遺族・被爆者等援護対策 

 戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求期限が、平成２０年３月末までとなっているので、請

求漏れがないよう周知に努める必要があります。 

Ⅳ 新しい地域社会づくりの推進 

福祉サービスの第三者評価の受審が３件と少ないため、今後は受審件数増加のため啓発等、受

審促進に取組む必要があります。 

 地域福祉フォーラムの設置数がまだ少ないため、地域福祉推進のためには、更なる設置推進が



必要です。 

Ⅴ 情報及び統計 

誰でも使えるホームページコンテストにおいては、作品応募及び、Web 投票の件数は増加傾向

にあるが、コンテストの趣旨である「アクセシビリティ」に配慮した応募作品が少なかった。 

JIS規格やアクセシビリティに対応したWebの普及を更に進める必要性があります。 

Ⅵ 衛生研究所の機能強化 

衛生研究所内の健康福祉リソースセンターにおいて、県内外の健康情報や感染症情報などを一

元的に収集・解析し、県民や関係団体などに対し、必要な情報を提供しているが、オーダーメイ

ド型予防・医療へん取組を県民に周知するにあたっては、健康福祉リソースセンターを情報拠点

とした機能強化が重要である。また、県民の健康状態等の現状分析・科学的根拠に基づいた情報

提供を行うためには、衛生研究所・がんセンター研究局を一体的に整備していく必要がある。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅵ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ 福祉の人材育成・確保 

健康福祉千葉方式次世代リーダー育成研修、地域づくりリーダー育成研修は受講者を公募時

に、より広く県民等に周知すると共に、土日を開催日にする等、県民が参加しやすい日程調整を

行い、より多くの参加が得られるようにする。 

Ⅱ 低所得対策事業 

 生活保護行政が、適正かつ効率的に実施されるよう「生活保護法施行事務監査実施要綱」に基

づく監査等を通じて、保護の適正実施を推進していきます。 

Ⅲ 旧軍人・遺族・被爆者等援護対策 

市町村との連携を図りながら未請求者リストによる請求指導、広報誌やポスターによる広報活

動等を通じて、請求指導に努めていきます。 

Ⅳ 新しい地域社会づくりの推進 

第三者評価・情報公表システムを構築したことにより、介護サービス事業所が受ける情報公表

調査（義務）に併せて第三者評価を受審できる体制（セット受審）が整ったため、介護サービス

事業所への第三者評価の受審促進を行います。 

 地域福祉フォーラムについては、県社協と連携しながら説明会等を開催して設置促進に努めま

す。 

Ⅴ 情報及び統計 

JIS 規格やアクセシビリティに対応した Web の普及を進めます。（Web・関係団体等への広報）

引き続き、コンテストを開催する中で、教育庁などへ協力を依頼して、作品応募・県民審査への

応募件数の増加に努めます。 

Ⅵ 衛生研究所の機能強化 

衛生研究所・がんセンター研究局の両研究機関において、がんを含めた生活習慣病の予防に向

けた情報収集・情報発信を行います。また、学識経験者や県民の代表等で構成する健康福祉リソ

ースセンター検討委員会を設置し、将来の総合的な機能のあり方について検討していきます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 第三者評価の普及促進を図るため、事業者が評価を受けることによって受ける効果等のＰＲに努めること。 

 


