
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部高齢者福祉課 課長名 飯田 宏行 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

高齢者一人ひとりが安心していきいきとする暮らしの創出を実現するため、「千葉県高齢者保健福祉計画」等に基

づき、①高齢者福祉の総合的推進 ②高齢者が主体的に社会参加できる環境づくりと高齢者の生きがい対策の充実

③在宅福祉サービスの充実 ④老人福祉施設の充実 に努めます。 

２ 施策の概要 

施策名 高齢者福祉の推進 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ６

アクションプラン 
における位置付け 

施策７「新たな地域福祉像」の実現に向けた基盤整備 
施策８ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 
施策10 一人の人間としての尊厳の確保 

上位政策 
計画等 

千葉県高齢者保健福祉計画 
関係
課名

健康福祉政策課、健康福祉指導課、健
康づくり支援課、保険指導課、医療整
備課、障害福祉課 

（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

お年寄りが安心して暮らせる高齢者対

策についてよくやっている及びまあま

あだと評価した人の割合 

      45％ 

「地域政策情報 

 2005年度（時事通信

社）」 

割合の増加を目指し

ます。 

9.4％

「平成 18 年度第 32

回県政に関する世論

調査」 

Ｃ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 

目標の 

達成状況総括 

高齢者福祉の推進については、概ね順調に進んでいますが、平成18年度に実施した第32回
県政に関する世論調査では「お年寄りが安心して暮らせる高齢者対策についてよくやっている
及びまあまあだと評価した人の割合」が9.4％と低い結果となっています。これは、少子高齢化
が進展する中で、今後の自分の健康や介護の問題に対する不安をはじめ、税制改正による65歳
以上の高齢者を対象に老年者控除の廃止や公的年金等控除額の引下げ等が実施され、この影響
を受ける高齢者世帯では税金等の負担増が発生し、満足度の低い大きな要因の一つになってい
るものと考えられます。 
今後も高齢者一人ひとりが安心していきいきと暮らし続けための地域社会づくりの実現に向

け、千葉県高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者の生きがい対策、在宅福祉の充実、老人福祉
施設の整備等の各種施策を着実に推進していく必要があります。 

 

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 

5,833,207 3,909 
金額

2,042,261 1,785 

3.0 4.0 

Ⅰ 

（高齢者福祉の総合的推進） 

 当事者等から構成する「千葉県高齢者保健福祉計画」推進

作業部会を設置し、定期的に計画の実施状況の確認と成果の

評価を行うとともに、推進作業部会の下に研究会を設置し、

本計画に盛り込まれた事項で更なる検討が必要なテーマに

ついて議論を深めます。 

 また、我孫子市にオープンする福祉ふれあいプラザにおい

て、実習等による講座（①一般県民に対する講座②介護家族

に対する講座③介護職を対象とした講座）を実施し、県民の

高齢社会への理解を深め、介護知識、技能等の普及を図るた

めの啓発と人材育成、実習、相談等を行います。 人員
3.2 4.0 



3,432,576 982,146 
金額

3,710,638 796,944 

8.0 6.9 Ⅱ 

（高齢者が主体的に社会参加できる環境づくりと生きがい

対策及び在宅福祉の充実） 

地域において、高齢者が主体的に役割を担うことと生きがい

対策及び在宅福祉の充実を図るため、学習機会の提供、地域

活動への参加促進、在宅での福祉サービスの充実を推進しま

す。 

人員
8.0 6.1 

4,337,576 3,885,590 
金額

3,650,147 2,850,761 

13.4 11.5 
Ⅲ 

（老人福祉施設の整備促進及び運営指導） 

高齢化の進展に伴い、介護援助等を必要とする高齢者に対

する介護保険制度を円滑にするため、基盤施設となる特別養

護老人ホーム及びこれに併設するショートステイの整備を

進めます。また、施設運営者に対する指導に取組みます。 
人員

13.2 11.6 

（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

千葉県高齢者保健福祉計画推進

作業部会の開催 
    － 

   ３回程度 

  （18年度） 

２回 

（18年度） 
Ｂ

専門研究会の設置     － 
  ２研究会程度

  （18年度） 

２研究会 

  （18年度） 
Ａ

 

 

Ⅰ 

 

 
福祉ふれあいプラザ介護実習セ

ンター・介護予防トレーニングセ

ンターの利用者数 

０人

（１７年４月）

２６,６００人

 （18年度）

２３，７３９人 

(18年度) 
Ｂ

老人クラブの加入数 
１８２,６１２人

（１７年４月）

 

増加を目指 

します。 

１７３，３１７人

（１８年４月） 
Ｃ

 

Ⅱ 

 

 

生涯大学校の学生数 

【定員/入学者数】 

・一般課程 

（定員1,435人）

 入学者数1,277人

・専攻課程 

（定員580人）

 入学者数496人

・通信課程 

（定員500人）

 入学者数43人

学生数の増加を目

指します。 

【定員/入学者数】 

・一般課程 

（定員1,435人）

 入学者数1,236人

・専攻課程 

（定員715人）

 入学者数613人

・通信課程 

（定員500人）

 入学者数34人

Ａ

Ⅲ 特別養護老人ホームの定員数 
13,952人 

（17年度） 

千葉県高齢者保健

福祉計画における

必要入所定員数 

14,288人 

（18年度） 

14,617人 

（18年度） 

 

Ａ

 

 

 

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

① 17年度に策定した「千葉県高齢者保健福祉計画」の着実な推進を行う必要があります。 

② 在宅福祉については、高齢化の一層の進展に伴い、新たな課題として、認知症、高齢者虐待、孤

独死等が社会問題となってきていることから、これらの防止についての取り組みが必要です。 

③  生涯大学校は、都市部の京葉学園や東葛飾学園においては、入学倍率が高い状況にあります。 

逆に郡部の学園は、課程により定員を大きく下回っている状況にあります。 

２００７年には団塊の世代が定年を迎え、６０歳以上を学生とする生涯大学校の入学対象者は大幅

に増加することにより、都市部の学園については、益々入学が困難になることが予測されます。 

 また、卒業生が地域で活動できるよう、県として支援策を行う必要があります。 

老人クラブの加入者については、減少の傾向にあることから,加入者を増やすことが必要です。 

④  高齢者ができるだけ住み慣れた地域で生活できるよう、平成１７年度から定員２９名以下の小規

模特養、認知症対応型デイサービスセンター、認知症高齢者グループホーム等の地域密着型施設に

関する補助主体が市町村となりました。 

一方、県では、特に整備が遅れている圏域については、広域型特養の創設・増築を取り組むとと

もに、老朽化した広域型特養の改築や改修に取り組むこととすることから、該当する市町村との連

携を十分に図り、市町村、県、それぞれの計画の整合性を図る必要があります。 

今後の 

施策展開 

①  学識経験者・当事者・公募委員等から構成する「千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会」を設

置し、定期的に計画の実施状況の確認と成果の評価を行うとともに、推進作業部会の下に研究会を

設置し、本計画に盛り込まれた事項で更なる検討が必要なテーマについて議論を深めます。 

また、介護保険制度の見直しに伴い、介護予防の推進を図るとともに、福祉や健康づくりの拠点

として、介護実習センター及び介護予防トレーニングセンターをオープンし、効果的な介護の支援

や介護予防サービスの提供を行います。 

②  認知症、高齢者虐待、孤独死等の新たな課題については、地域における取組みを目指し支援を行

います。 

③  生涯大学校については、１８年度から指定管理者制度を導入する他、専攻課程の定員を増員しま

したが、今後、管理者からの提案も含め定員や課程の見直し等の検討を行います。 

老人クラブについては、引き続きインターネット利用による、コミュ二ティ活動の支援を行います。

④  県では、入所者一人ひとりの状態に応じたケアを実現するため、新たに整備する広域型特養は原

則として、ユニット型個室に限るなどして、ユニットケアを促進します。 

また、市町村が小規模特養や認知症高齢者グループホームなどの地域密着型施設の整備に主体

的・積極的に取り組めるよう、市町村に対し、施設の認可・届出等の権限を移譲します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

① 生涯大学校の管理運営は指定管理者が行い、人件費等の経費の削減、サービスの向上を図ってい

きます。 

② 平成１７年度から地域密着型サービス（小規模特養、認知症対応型グループホーム、認知症対応

型デイサービス等）については、市町村が介護保険事業者の指定・指導監督の権限をもつことから、

施設の認可・届出等の権限を市町村に移譲することにより、市町村主体の多様で柔軟なサービスの

提供を図ります。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

推進作業部会の開催（1回） 

事業者への内示 

市町村への権限移譲について、市町村と調整
４月 

～６月

事業者への内示 

市町村への権限移譲について、市町村と調整 

７月 

～９月 

推進作業部会の開催（1回） 

専門研究会の開催 

工事着工 

県への交付申請 

市町村への権限委譲について、県議会へ上程

７月 

～９月

推進作業部会の開催（1回） 

専門研究会の開催（11回） 

工事着工 

けやきﾌﾟﾗｻﾞ（福祉ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ）オープン   

 



10月 

～12月 

専門研究会の開催 

市町村への権限移譲 10月 

～12月

専門研究会の開催(10回) 

市町村への権限移譲について、県議会へ上程 

１月 

～３月 

推進作業部会の開催（1回） 

専門研究会の開催 

工事完了 

実績報告 

１月 

～３月

作成懇談会の開催（1回) 

推進作業部会の開催（1回） 

専門研究会の開催(7回) 

県への交付申請 

平成18年度分交付請求書（繰越分） 

市町村への権限移譲（4月1日施行） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ．高齢者福祉の推進 

学識経験者・当事者・公募委員等から構成する「千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会」を設

置し、計画の実施状況の確認等を行うとともに、推進作業部会の下に「認知症対策研究会」、「施設

のあり方研究会」を設置し、本計画に盛り込まれた重点課題について検討を行いました。 

また、平成18年 8月にJR我孫子駅前に福祉ふれあいプラザをオープンしました。プラザ内の介

護実習センターでは各種講座を実施し、2,419 名の県民等の参加があり、介護に関する知識・技術

を普及するとともに、介護予防トレーニングセンターでは、12,774名の利用者一人ひとりにあった

運動プログラムによる運動支援を行い、福祉と健康づくりの拠点としての役割を果たしました。 

Ⅱ．高齢者の生きがい対策及び在宅福祉の充実 

高齢者が主体的に社会参加できる環境づくりと生きがい対策については、生涯大学校に指定管理

者制度を導入し、県民のニーズにあわせ専攻課程の定員を580名から715名に増やすとともに、魅

力あるカリキュラムづくりに努めた結果、入学者数は496名から613名へ大幅に増加しました。ま

た、老人クラブに対し、インターネット利用によるコミュニティ活動の支援を行ったほか、明るく

豊かで活力ある長寿社会の実現に向けての事業を行う千葉県社会福祉協議会に対し助成しました。

在宅福祉の充実については 認知症サポート医を5名養成するとともに、やかかりつけ医研修を

県内8地区で開催し、217名の参加があり、認知症の対応力の向上を図ることができました。また、

認知症の電話相談等を実施し、認知症の医療面、生活面等の支援を行ったほか、高齢者虐待対応マ

ニュアルを 2,000 部作成したほか、研修会を実施し、112 名の市町村職員等に対して適切な虐待対

応が図られるよう支援しました。また、孤独死対策モデル事業では、3 市（鴨川市、流山市、銚子

市）をモデル市町村として指定するとともに、孤独死シンポジウムを開催し、約900名の参加者に

対して、孤独死予防の啓発を図りました。 

Ⅲ．老人福祉施設の整備促進及び運営指導 

高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加が見込まれることから、広域型の特別養護

老人ホームについては、2施設150床の整備等を進めました。 

また、地域密着型特別養護老人ホームの設置認可等の事務の市町村への権限移譲については、我

孫子市及び東庄町に移譲しました。 

 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ．高齢者福祉の推進 

千葉県高齢者保健福祉計画に盛り込まれた各種施策を確実に実施していく必要があります。 

 

Ⅱ．高齢者の生きがい対策及び在宅福祉の充実 

生涯大学校は、都市部と郡部の学園では応募状況等に格差を有することなどから、今後、生涯

大学校の運営のあり方や問題点の具体的方策等について検討する必要があります。 

高齢者が主体的に社会参加できる環境づくりとしては、老人クラブの内容充実を図り、加入者

の増加を目指すとともに、定年を迎える団塊世代がスムーズに地域活動等に取り組むための 

コーディネート事業が必要です。 

在宅福祉については、認知症、高齢者虐待及び孤独死防止等に関する対策を推進し、地域のサポート体制

を整備する必要があります。 

Ⅲ．老人福祉施設の整備促進及び運営指導 

  地域密着型特別養護老人ホームの設置認可等の事務の市町村への権限移譲については、２市町

村を除き移譲が図れなかったため、今後も市町村へ権限移譲を働きかけていく必要があります。



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 

課題への 

対応策 

Ⅰ．高齢者福祉の推進 

千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会を開催し、定期的に計画の実施状況の確認と成果の評価

を行います。また、本計画の重点課題である「認知症対策」、「施設のあり方」については、専門研

究会において引き続き議論を深め、今後の推進に役立てます。 

また、18年 8月にオープンした福祉ふれあいプラザについては、引き続き効果的な介護の支援や

介護予防サービスの提供を行います。 

Ⅱ．高齢者の生きがい対策及び在宅福祉の充実 

・生涯大学校については、運営を含めそのあり方について、県民のニーズ・意見の把握を行った上

で、検討します。また、必要に応じて学識経験者等による「生涯大学校のあり方検討会」を設置し、

その内容を見直します。 

・地域活動等の参加促進のため、団塊世代等を対象とした相談・研修・情報提供等の事業を企画提

案型公募によりＮＰＯ等に委託・実施します。 

・在宅福祉については、認知症サポーターの養成や孤独死対策モデル事業、虐待防止対策研修等に

より、地域のサポート体制の整備に取り組みます。 

Ⅲ．老人福祉施設の整備促進及び運営指導 

 地域密着型特別養護老人ホームの設置認可等の事務の権限移譲を受けていない市町村につい

ては、今後、地域密着型特別養護老人ホームの設置認可に当たり、市町村の介護保険法上の指定事

務との連携を図る中で、市町村への権限移譲を進めて行きます。 

 

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

高齢者に対する学習機会の提供や地域活動への参加促進を図り、生きがい対策の充実に努めること。 

 また、在宅福祉については、モデル事業や研修等を実施し、地域のサポート体制の整備に努めること。 

 


