
 

 
 

基本指標 現状 目標量 

高齢者向け住宅等の割合＊１ 2.3%（H27） 3.0%以上（H32） 

高齢者向け住宅等の数（老人ホームの定員及びサービス

付き高齢者向け住宅等の戸数）＊２ 
37,174 人（H27） 53,000 人（H32） 

うちサービス付き高齢者向け住宅の登録戸数 8,102 戸（H27） 18,000 戸（H32） 

特別養護老人ホームの定員数＊３ 23,681 人（H27） 27,880 人（H29＊６） 

介護老人保健施設の定員数＊３ 15,113 人（H27） 16,599 人（H29＊６） 

認知症高齢者グループホームの定員数 6,831 人（H27） 7,715 人（H29＊６） 

特定施設＊４の定員数 15,764 人（H27） 16,811 人（H29＊６） 

 

 
 

基本指標 現状 目標量 

千葉県あんしん賃貸支援事業における協力店の登録数 134 店（H27） 225 店（H32） 

高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化＊５率 38.3%（H25） 60.0%（H32） 

高齢者居住安定確保計画の策定市町村数 2 市町村（H27） 54 市町村（H32） 

 

 

 

基本指標 現状 目標量 

県内にずっと住み続けたい県民の割合 78.2%（H27） 85.0%（H31＊６） 

地域包括ケアシステムの認知度 23.8%（H26） 70.0%（H29＊６） 

小域福祉フォーラム設置数 317 箇所（H27） 対前年比増加（H29＊６） 

徘徊・見守りＳＯＳネットワーク数 34 市町村（H27） 54 市町村（H29＊６） 

自主防災組織のカバー率 59.5%（H27） 87.0%（H29＊６） 

 

＊１ 高齢者向け住宅等の割合は、「65 歳以上の人口」に対する「老人ホーム（養護・軽費・有料老人ホーム）の定員と高齢者

向け住宅（高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング・プロジェクト、サービス付き高齢者向け住宅）の入居見込数」

の割合とする。 

＊２ 高齢者向け住宅等の数は、高齢者向け住宅（高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング・プロジェクト、サービス付

き高齢者向け住宅）の戸数 1 戸を 1 人とみなし、老人ホームの定員数と合算した数とする。 

＊３ 介護保健施設には、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設のほかに介護療養型医療施設もあるが、介護療養型医療施

設は、平成 30 年度から 3～6 年で介護老人保健施設等への転換を進める見込みである。 

＊４ 特定施設とは、老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のうち、介護保険の指定基準を満たすことで、特定施設入居

者介護の指定を受けた施設とする。 

＊５ 一定のバリアフリー化とは、2 か所以上の手すり設置又は屋内の段差解消をしたもの。 

＊６ 「新 輝け！ちば元気プラン」（千葉県総合計画）及び「千葉県高齢者保健福祉計画（平成 26 年度～平成 29 年度）」にお

いて設定された指標と同じものであり、これらの計画に変更等があった場合は、目標量も変更される。 

 

 千葉県（平成２９年３月） 

 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１ 

県土整備部都市整備局住宅課 ☎ ０４３（２２３）３２５５ 

健康福祉部高齢者福祉課 ☎ ０４３（２２３）２３４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県マスコットキャラクター 

「チーバくん」 
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千葉県高齢者居住安定確保計画 

（改定版） 

【概要版】 

目標１：高齢者向け賃貸住宅や老人ホームなどの適切な供給 

基本指標一覧 

目標２：高齢者の自立や尊厳が確保された住まいが提供される環境の整備 

目標３：高齢者が安心して住み続けられる地域づくりの促進 
    ～地域包括ケアシステムの構築促進～ 

編集・発行 



 

 

 

 

千 葉 県 高 齢 者 居 住 安 定 確 保 計 画 （ 改 定 版 ） の 概 要 

１．千葉県高齢者居住安定確保計画（改定版）について 

<策定の趣旨> 

・高齢者向けの住まいの適切な供給は、地域包括ケアシステムの構築に不可欠である。 

・高齢者向けの住宅や施設の整備及び高齢者向けのサービスの提供の両面から高齢者

の居住の安定確保を実現するための施策を明らかにする。 

<意 義> 

（１）高齢者の居住の安定確保に関する法律第４条に基づく法定計画 

（２）住宅部局と福祉部局が一体で策定する基本的な計画 

（３）千葉県住生活基本計画と千葉県高齢者保健福祉計画と整合した計画 

<.計 画 期 間> 

・平成 24 年度から平成 32 年度まで（改定後５年間） 

２．本県の高齢者と高齢者の住まいの現状 

<高齢化の状況> 

・高齢化の加速が予想されている。 

→ 高齢者人口の増加（H22：132 万人→ H27：158 万人→ H32：176 万人） 

→ 高齢化率の上昇（H22：21.5％ → H27：25.9％→H32：28.8％） 

→ 平成 37 年度には 75 歳以上人口が 100 万人を突破する見込み 

<要介護等高齢者の増加> 

・要介護等高齢者数が増加する見込み 

→ 要介護等高齢者数の推計（H27：24 万人→ H32：32 万人） 

<高齢者単身・夫婦のみ高齢者世帯の増加> 

・高齢単身・夫婦のみ世帯が著しく増加する見込み 

→ 高齢者世帯数の増加（H17：72 万世帯→ H27：103 万世帯 …10 年で 1.4 倍） 

→ 高齢単身・夫婦のみ世帯（H17：33 万世帯→ H27：57 万世帯 …10 年で 1.7 倍） 

<高齢者の住まいの状況> 

・高齢者単身世帯は民間借家住まいの割合が高い（約 20％が民間借家住まい） 

→ その他の高齢者世帯は約 90％が持家住まい 

・バリアフリー化はあまり進んでいない（H20：35.2％→ H25：38.3％） 

・持家は借家に比べ老人デイサービスセンターや医療機関までの距離がやや遠い傾向 

<高齢者向け住宅等の整備状況> 

・供給が進んでいる（高齢者向け住宅等の割合 H23：約 1.8％→H27：約 2.3％） 

→ 老人ホーム（有料・養護・軽費／H23：22,194 人 → H27：28,870 人） 

→ サービス付き高齢者向け住宅（H23：1,519 戸 → H27：8,102 戸） 

→ 特別養護老人ホーム（H23：17,434 人 → H27：23,681 人） 

<高齢者の住まいに関するニーズ> 

・住宅には地震などへの安全性を重要視する一方、高齢者などへの配慮には不満。 

・住環境では日常の買い物等の利便を重要視。敷地やまわりのバリアフリー化に不満。 

・高齢期を迎えても住み慣れた住宅に住み続けたい人が約 70％。一方で、介護が必要に

なった際には、約 40％が高齢者向け施設や住まいに住みたいとしている。 

<地域別の状況> 

・県北西部に建設後 40～50 年経過した大規模開発団地が多数あり、施設の老朽化だけ

でなく、人口の高齢化が急速に進んでいる。 

・郡部では高齢者世帯数の増加が落ち着く一方、都市部では増加が見込まれる。 

３．現状からみる主な課題 

<1> 要介護等高齢者、単身・夫婦のみ高齢者世帯の増加の加速 

<2> 高齢者が安心して住み続けられる住まいの確保 

<3> 高齢期に備えたバリアフリー化等の住み続けるための対策 

<4> 在宅医療・在宅介護サービス体制の充実 

<5> 多様な生活支援ニーズに対応できる仕組みの構築 

<6> 災害時の高齢者支援に向けた備え 

目   標 基 本 的 な 施 策  

<目標１> …主に課題<1> 

高齢者向け賃貸住宅や老人ホームなどの適

切な供給 
 

高齢者が安心して生き生きと暮らせるよう、バリア

フリー化されているなど、高齢者に配慮された  

住まいの供給を促進します。 

 

<目標２> …主に課題<2><3> 

高齢者の自立や尊厳が確保された住まいが

提供される環境の整備 
 

各関係団体等との連携のもと、民間賃貸住宅や空き

家の有効活用を検討するなど、高齢者が住まいを確

保しやすく、安心して住み続けられる住まいが提供

される環境の構築を促進します。 

 

<目標３> …主に課題<4><5><6> 

高齢者が安全に安心して住み続けられる地

域づくり 

～地域包括ケアシステムの構築促進～ 
 

高齢者が住み慣れた住まいや地域で暮らし続ける

ことができる地域づくりを促進します。 

また、大規模な自然災害に備えて、避難等が必要な

高齢者に対応した施策の充実を図ります。 

 

（１）サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

（２）公営住宅等における高齢者向け対応の促進 

（３）良質な有料老人ホーム等の高齢者向け住宅の供給促進 

（４）特別養護老人ホーム等の整備促進 

（５）認知症高齢者グループホームの整備促進 

（１）民間賃貸住宅や空き家を活用した入居支援の推進 

（２）住み慣れた住まいに住み続けるためのリフォームの普及促進 

（３）賃貸住宅関係団体や居住支援団体等との連携強化 

（４）高齢者向け住宅や施設に対する適切な指導 

（１）互いに見守り支えあう安全・安心な地域づくりの推進 

（２）高齢者が担い手となって活躍できる地域づくりの促進 

（３）自立や介護に配慮した安全・安心なまちづくりの推進 

（４）在宅医療・介護連携の推進と地域生活を支える介護・生活支援サービスの充実 

（５）災害時における支援体制の充実 

（５）情報発信・相談体制の構築促進 

（６）応急仮設住宅における高齢者の安全・安心の確保 

（参考）高齢者居住安定確保計画制度の動向 

○ 都道府県計画の法定化（H21.8.19 施行） 

・都道府県は国の定めた基本方針に基づき、計画を定める 

ことができる。 

○ 市町村計画の法定化（H28.8.20 施行） 

・市町村は都道府県の高齢者居住安定確保計画に基づき、 

計画を定めることができる。 


