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（１） 高齢化率の上昇

Ⅰ 地域包括ケアシステムの実現に向けて

１ 千葉市の高齢化の状況

千葉市 ： 「千葉市高齢者保健福祉推進計画・第７期介護保険事業計画」（2018年3月策定）
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全体の高齢化率が上昇傾向、特に75歳以上（後期高齢者）の上昇率が高い



（２） 年齢別構成の状況

2017年度までは、千葉市住民基本台帳に基づく9月末現在の実績数値

2018年度以降は推計値

2025年には約3.5人に1人が65歳以上（約6人に1人が75歳以上）に！

（千人）
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2020年、2025年は1人のみ世帯に所属する人口割合（年齢別・全国）（国立社会保障・人口問題研究所2018年）の増加

率を利用した推計

（３）ひとり暮らし高齢者数の推移

（人）
2025年には65歳以上の方の5人に1人はひとり暮らし
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（４）認知症高齢者数と高齢者人口に対する割合の推移

2017年度は2017年9月末時点の数値。2018年度以降は推計値（割合は小数点第2位をを四捨五入）

認知症日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰か

が注意していれば自立できる。（2012年8月厚生労働省推計より）

2025年には65歳以上の方の8人に1人は認知症を患う見込み
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護 など

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅など

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設 など

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所

病院：

急性期、回復期、慢性
期

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・
住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体
性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

厚生労働省資料を一部改変

２”２ “地域包括ケアシステム”とはとは

（１）地域包括ケアシステムの構築・強化の推進
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自助 ・介護保険・医療保険の自己負担部分
・市場サービスの購入
・自身や家族による対応

互助 ・費用負担が制度的に保障されていないボラン
ティアなどの支援、地域住民の取組み

共助 ・介護保険・医療保険制度による給付

公助 ・介護保険・医療保険の公費（税金）部分
・自治体等が提供するサービス

○ 地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提

として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。

○ 自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要である。

○ とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

厚生労働省資料を一部改変

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（2013年3月）、
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、2015年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年より

（２）支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について
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○専門職員（保健師・社会福祉士・主任ケアマネ）を増員します【拡充】
•１４１人→１４３人

○みなさんの身近な「よろず相談所」です

• 介護、福祉、保健、医療など、さまざまな相談への対応

○自立して生活できるよう支援します
• 介護予防ケアプランの作成・健康に関する講話や体操教室の開催等

○みなさんの権利を守ります

• 悪質商法や虐待の防止、成年後見制度の利用支援

（１）あんしんケアセンターの機能強化
（地域包括支援センター） 市内３０か所

３ 千葉市が進める取り組み
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○在宅医療・介護連携支援センターの設置

• 医療や介護関係者向けの医療介護連携に関する相談業務を行うほか、市内の
医療・介護資源の把握に努め、医師などの関係団体や、あんしんケアセンターな
どとともに、在宅医療・介護連携を推進する。

○訪問診療を行う医師を増やします

• 訪問診療に関心がある医師が、ベテランの医師の訪問診療に同行する研修を
行う。

○在宅療養を支える「在宅医療介護対応薬剤師」を増やします

• 千葉市薬剤師会などが実施する研修（在宅医療・介護への対応など）を受講した
薬剤師を市が認定する。（97人を認定）

（２）在宅医療・介護連携の推進
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○認知症の方の見守り体制をつくります

• ＳＯＳネットワークに加え、新たに高齢者保護情報共有サービスを導入

○認知症初期集中支援チームを各区に設置します【拡充】

• 認知症の早期診断・早期対応を図るため、認知症初期集中支援チームを増設
（現在４チーム→2019年度5チーム→2020年度6チーム）

○認知症サポーターを養成します

• 認知症への理解を広め、地域全体で認知症を支える社会を目指します
（現在約66,000人、2020年末で90,000人）

○認知症の方や家族を支える地域づくりを進めます
• 認知症ケアパスの発行、認知症カフェの設置促進、認知症SOS声掛け
訓練の実施などを行います

（３）認知症施策の推進
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○権利擁護に係る地域連携ネットワークの構築 【新規】

• 成年後見等の必要な方が、地域で尊厳ある暮らしを継続できるように、
司法と福祉の連携を図るための協議会を設置

○成年後見支援センター （成年後見制度に関する相談窓口）

成年後見制度の普及・啓発

• 成年後見制度に関する相談、申立手続きの支援、弁護士による専門相談

• 市民後見人の育成・研修・登録

○高齢者虐待防止連絡会の開催

• 行政や関係団体の連携を強化し、高齢者虐待の予防、早期発見・早期対応、
再発防止に努める

（４）権利擁護体制の充実
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○シニアリーダーによる体操教室

• シニアリーダー養成講座（各区年2コース実施）

• シニアリーダー登録者数746人、市内191か所で活動

• シニアリーダー活動に対する費用を補助します

○福祉施設を地域の福祉活動として活用します

• 特養などの社会福祉施設等を地域拠点として活用

○地域の支え合い活動を応援します

• 買い物、調理等の生活支援サービスや、体操教室を実施する
町内自治会やＮＰＯ法人への助成

（５）地域づくりと役割づくり
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○生活支援コーディネーターの配置

• 地域の生活支援情報の把握、住民同士の支え合い活動の

支援

• ボランティアの養成、あんしんケアセンターや

社協コミュニティソーシャルワーカー等との連携

• 各区に2人配置（中央区のみ1人）

• 2018年度より、中央区は、あんしんケアセンター圏域に

1人ずつ配置

（６）生活支援体制整備の推進
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○地域ケア会議を開催し課題の解決を図ります

• 地域の医療・介護・福祉・生活支援などの関係者や住民等で構成される

地域ケア会議を開催し、個別事例の支援方法や、地域特有の課題につ

いて解決に向けた検討を行う

○エンディングサポート（終活支援）事業

• 将来の不安を軽減することにより、今をよりよく生きるために

• 「終活」を含めた多様な情報を、高齢者が選択できるように提供

• 「終活」を我が事として考えていただけるよう啓発

（７）高齢者が安心して暮らせるまちづくりと地域ケア会議の推進
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私にもできる“地域包括ケア”

地域

住民

介護予防

もめごと

予防

きずな

貯金

あんしん

貯金

自身の体を気遣い、

適度な運動や社会参

加に取り組みましょう

介護される側になった

ときに受けたいケアや、

遺産相続のことなどを

考えておきましょう

「遠くの親戚より近く

の他人」ご近所や、若い

方とも仲良くしましょう

かかりつけ医を持っ

たり、いざという時に

相談できる窓口を見

つけておきましょう
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１ 高齢者の健康づくり

Ⅱ 健康づくり
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○救急医療確保対策【拡充】

休日や夜間に、一次医療機関では対応できない重症患者を受け入れる二
次医療機関などを確保する。

救急患者の円滑な受け入れを行うため、夜間内科二次医療機関の待機
病床数を拡充する。

待機病床数 2床／日 → 4床／日

○高齢者肺炎球菌予防接種（任意予防接種）

対象者 76歳以上で定期接種の対象外の方など (過去に

一度も接種したことの無い方に限る)

自己負担額 3千円(市民税非課税世帯に属する方などは無料)



２ 受動喫煙対策

たばこの先から出る副流煙には、喫煙者が吸う主

流煙より多く有害物質が含まれており、受動喫煙を

受けると脳卒中、肺がんなどの病気のリスクが確実

に高まることが科学的に明らかになっています。受

動喫煙による年間の死亡者数は、推計約1万5千人

で、交通事故による死亡者数（約4千人）を大きく上

回っています。

受動喫煙を受ける人は、受けない人と比べて
病気になるリスクは何倍くらい？

出典「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報
告書」国立がん研究センターがん情報サービス

脳卒中

1.3倍

虚血性心疾患

1.2倍

肺がん

1.3倍

乳幼児突然死
症候群(SIDS)

4.7倍

受動喫煙を受けやすい場所は？

多くの方が飲食店で受動喫煙を受けていま

す。屋内かつ長時間滞在する飲食店での対策

が重要です。特にたばこの煙にさらされる飲食

店従業員を保護する必要があります。

飲食店 職場 遊技場 行政機関 医療機関 学校

37.1% 19.6% 9.3% 2.8% 2.2% 1.7%

○過去1か月間に市民が受動喫煙を受けた場所

（2016年度千葉市の健康づくりに関するアンケート調査 受動喫煙という言葉を知っ
ている 726人
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【分煙】

分煙しても禁煙席に漏れる

従業員は滞在時間が長く、

特に被害を受ける

【屋内禁煙】

吸う人も吸わない人も全ての人
を守る方法として最も効果的

（１）屋内を禁煙とすることが重要
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（２）千葉市受動喫煙の防止に関する条例①

○健康増進法による規制だけでは不十分

・市民が最も受動喫煙を受けやすいのは飲食店

・自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な未成年者や飲食店の従業員を保護

改正健康増進法による規制に本市独自の規制を加える

より実効性のある受動喫煙対策

千葉市独自の規制は3つ

① 行政機関の庁舎は敷地内禁煙【努力義務】

② 既存の小規模飲食店であっても、従業員がいる場合は喫煙不可 【罰則あり】

（キャバレーやナイトクラブは当面の間、努力義務）

③ 保護者は受動喫煙から20歳未満の者を保護【努力義務】
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（３）千葉市受動喫煙の防止に関する条例②

○既存の小規模飲食店に対する規制のイメージ

○喫煙不可となる市内飲食店イメージ(※1)

喫煙可
100％

喫煙可
92％

喫煙不可
70％(※3)

喫煙可
30％

喫煙不可
8％(※2)

※1 2017年度 飲食店の受動喫煙調査から推計
※2 客席面積100㎡超の店舗の割合
※3 客席面積100㎡超店舗と100㎡以下で従業員がいる店舗の割合（風俗営業法に該当する施設を除くと約66%）

施行前の健康増進法
（～2020年3月31日）

施行後の健康増進法
（2020年4月1日～）

市条例をプラス
（2020年4月1日～）

健康増進法だけでは
既存の小規模飲食店では喫煙が可能
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○飲食店禁煙化補助金 5,000万円
飲食店の禁煙化を促進するため、店内の壁紙張替などの内装改修に要する費用
を助成 （上限：10万円 補助率：9/10）

＜対象＞既存の小規模飲食店

○子どもを守る禁煙外来治療費助成 260万円

妊婦や子どもへの受動喫煙による健康被害を防止するため、禁煙治療費の一部
を助成 （上限：1万円 補助率：1/2）

＜対象＞妊婦と同居または15歳以下の子どもと同居する方

○尿中コチニン検査 1,000万円
児童の尿中コチニン濃度の測定により受動喫煙状況を可視化し、家庭に知らせ
ることで受動喫煙に遭う機会を減少させる。

＜対象＞若葉区の小学４年生（2019年度モデル実施）

（４）主な受動喫煙対策の取組み



○は開催日
■は夜も観戦できる日（18時以降も試合あり。）
☆はメダルが決まる日
※ スケジュールや料金は変更になる場合があります。

東京2020大会 オリンピック開催期間 7月24日（金）開会式～8月9日（日）閉会式
パラリンピック開催期間 8月25日（火）開会式～9月6日（日）閉会式

（１）幕張メッセ会場のスケジュール

Ⅲ 東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けて

オリンピック競技スケジュール

パラリンピック競技スケジュール

競技名

2020年7月 2020年8月

料金25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

フェンシング ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ３，０００～１１，５００円

テコンドー ☆ ☆ ☆ ☆ ３，０００～ ９，５００円

レスリング ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ４，０００～４５，０００円

競技名

2020年8月 2020年9月

料金26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

ゴールボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ９００～２，８００円

シッティングバレーボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ １，４００～３，６００円

テコンドー ☆ ☆ ☆ ９００～２，０００円

車いすフェンシング ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ９００～２，４００円
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入手のチャンス・・・・まだまだあります！

気になる競技のチケットを早めにゲットして、
2020年には幕張メッセで観戦しましょう！

※詳しくは、東京2020大会公式チケット販売サイトをご覧ください

（事前準備）

TOKYO 2020

ID 登録

【オリンピック】
2019年秋

【パラリンピック】

2020年初め

第２次抽選※

販売

2020年春

公式サイト

・販売所での

販売

・公式サイトでの
転売

【オリンピック】

7/24〜8/9

【パラリンピック】

8/25〜9/6

大会開催

※第1次抽選は
終了しました

▼販売スケジュール
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（３）市内で開催される主なスポーツ大会 ※写真は全てイメージ

■2019年12月5日（木）～11日（水） 千葉ポートアリーナ
2019ＩＢＳＡゴールボールアジアパシフィック選手権大会

アジアパシフィック地域のパラリンピック出場国を決める重要な国際大会。
静寂の中で繰り広げられる激しい攻防は、観る人すべてを魅了。

■2019年12月13日（金）～15日（日） 幕張メッセ
高円宮杯フェンシングワールドカップ

東京2020オリンピック出場権獲得にも重要な国際大会。世界最高峰のス
ピードと華麗なテクニックはまばたき厳禁！

■ 2019年12月20日（金）～22日（日） 千葉ポートアリーナ
車いすラグビー日本選手権大会

国内クラブ日本一を決める年に1度の大会。車いす同士がぶつかる激し
い攻防とスピーディーな展開は迫力十分。男子に交じり出場する女子選手
にも注目。

■ 2020年3月7日（土）～8日（日） 千葉ポートアリーナ
長谷川良信記念・千葉市長杯争奪
車いすバスケットボール全国選抜大会

今年度の日本車いすバスケットボール選手権大会の上位6チームが優勝
を争う大会。巧みな車いす操作と素早いパスワークが魅力。

【ココが見どころ!!】
男子フルーレの、世界のトッ
プ選手約200名が出場。
敷根崇裕、西藤俊哉など日
本勢にも注目!!

【ココが見どころ!!】
日本代表主将・池透暢、
エース池崎大輔など、世
界で活躍する選手が目
白押し!!

【ココが見どころ!!】
日本女子代表は、ロンドンパ
ラリンピック金メダルの強豪。
ベテラン天摩由貴の活躍に
期待!!

【ココが見どころ!!】
日本代表・川原凜（千
葉ホークス）が地元に錦
を飾る!!

■2019年12月5日（木）～10日（火） 千葉ポートアリーナ

2019ＩＢＳＡゴールボールアジアパシフィック選手権大会

■2019年12月13日（金）～15日（日） 幕張メッセ

高円宮杯フェンシングワールドカップ

■ 2019年12月20日（金）～22日（日） 千葉ポートアリーナ

車いすラグビー日本選手権大会

■ 2020年3月7日（土）～8日（日） 千葉ポートアリーナ
長谷川良信記念・千葉市長杯争奪
車いすバスケットボール全国選抜大会
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大会に向けた皆さんの自主的な活動を・・・

千葉市は全力で応援します！

千葉市機運醸成等活動事業補助金（2019年度分）の概要

■対象団体：市民団体など
■上限額：30万円
■申請期間：2019年12月6日(金)まで

※対象事業の例
市内開催競技の体験会、パラスポーツの普及活動、
緑化・美化など来訪者へのおもてなし活動 など

大会までいよいよあと１年 みんなで盛り上げましょう！

（４）大会を盛り上げるために

※補助を受けるには
その他
各種要件
があります
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（１）基本理念
1921（大正10）年1月1日の市制施行から、2021(令和3)年1月で100周年を迎えるにあたり、千
葉市に関わる全ての人々にとって、本市の都市としての成長の歩みを振り返り、先人たちの業
績に感謝をするとともに、本市が日本の中で果たしてきた役割やその価値を見つめ直し、これを
如何に未来へ継承、発展させていくのかを考え、行動につなげていく機会となるように取り組み
を進める。

（２）事業スケジュール
（１）プレ期間 ： 2020 (令和2)年1月1日～2020 (令和2) 年12月31日
（２）記念期間 ： 2021 (令和3)年1月1日～2021 (令和3)年12月31日

2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 2021(令和3)年度

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

準備期間 プレ期間 記念期間

特設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、SNS等での情報発信

周知・啓発事業（絵画、写真ｺﾝｸｰ
ﾙやﾊﾟﾈﾙ展等

主催、後援等による冠事業

Ⅳ 市制100周年に向けた取り組み

次期基本計画（計画期間：2023～2032年度）策定に係る取り
組み

2023年3月
策定予定
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（３）市制施行からの本市のあゆみ

1921（大正10）年1月 市制施行（人口33,887人）

1945（昭和20）年6月,7月 市街地への空襲で中心部の大部分が
焼失

1951（昭和26）年3月 大賀一郎博士、検見川で約2000年前
のハスの実を発見

1953（昭和28）年6月 川崎製鉄千葉製鉄所（現JFE
ｽﾁｰﾙ東日本製鉄所（千葉地区））
の溶鉱炉の火入れ式

1954（昭和29）年7月 千葉港が港湾指定となり正式開港

1961（昭和36）年5月 稲毛海岸埋め立て開始

1962（昭和37）年8月 加曽利貝塚発掘調査

1963（昭和38）年4月 国鉄千葉駅が現在地に移転

1963（昭和38）年ごろ 加曽利貝塚の保存運動が活発化
故 大賀一郎博士

加曽利貝塚保存のための署名
運動の様子

戦災からの復興（1946年の栄
町通り）

1970年の千葉駅東口ﾛｰﾀﾘｰ
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1967（昭和42）年3月 検見川海岸埋め立て開始

1969（昭和44）年6月 泉自然公園一部開園

1970（昭和45）年2月 市庁舎が現在地に移転、市制施行
50周年

1971（昭和46）年4月 人口50万人突破

1975（昭和50）年4月 昭和の森一部オープン

1976（昭和51）年4月 日本初の人工海浜「いなげの浜」オープン

1986（昭和61）年3月 国鉄京葉線（千葉みなと～西船橋間）
開通（現JR京葉線）

1988（昭和63）年3月 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ開業
（スポーツセンター～千城台間）

1989（平成元）年10月 日本コンベンションセンター
（幕張メッセ）オープン

1992（平成4）年4月 全国12番目の政令指定都市としてスタート、
各区役所業務開始（人口835,368人）

2017（平成29）年10月 加曽利貝塚が国の特別史跡に指定

幕張ﾒｯｾ

1967年の検見川海岸

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙの1番列車
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（４）今後の本市の取り組み

特別史跡加曽利貝塚ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝに基づく取り組み

稲毛海浜公園リニューアル
（～2020（令和2）年度） 中央公園・通町公園の連結強化

(～2026（令和8）年度）

千葉公園再整備

（～2020（令和2）年度（仮称）千葉公園ﾄﾞｰ
ﾑ整備、～2022（令和4）年度 体育館の再
整備 など)

成長から成熟の時代へ～都市アイデンティティの確立を目指して
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