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Ⅰ 千葉市の現状と将来予測 
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Ⅰー（１）「千葉大学超高齢社会研究センター」 
     分析による高齢化率の推移 

2010年国勢調査と2025年の将来推計値を比較 

※平成22年国勢調査人口を利用し、国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）の将来
推計生残率、社会移動率及び女性の年齢各歳別出生率を利用し独自に推計 



Ⅰー（２）独り暮らし高齢者の推移 
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Ⅰー（３）認知症高齢者数と高齢者人口に対する 
     割合の推移（推計） 
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2025(平成37)年の千葉市は 
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• 3人に1人が65歳以上 
 （６人に１人が75歳以上） 

 
• 65歳以上の方の5人に1人は
ひとり暮らし 

 
• 65歳以上の方の8人に1人は
認知症を患っている？ 



Ⅱ “地域包括ケアシステム”
とは 

“公助”と 

“地域でお互いに助け合うしくみ” 
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kouj 

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 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 
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 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 
                等 

 

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 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 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。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少
する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 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。 
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出所：厚生労働省 



Ⅱー（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 
 

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。 
○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。 
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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」（平成25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）、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年より 



町内自治会 

ボランティア・NPO団体・ 
民間企業等 

社協地区部会 

警察署・消防署 

民生委員 

各保健福祉センター 

認知症疾患医療センター 

認知症初期集中支援チーム 

認知症サポート医 

かかりつけ医 

リハビリテーション
病院 

救急病院 
専門病院 

特定機能病院 

認知症など専門医療へ円滑な紹介 

機能分化 

地域に密着した 
医療機関 

連携強化 

包括的マネジメント機能 

施設・居住系サービス 

地域住民参加型の 
支え合い体制構築 

地域で最期まで安心して 
療養生活が過ごせる体制構築 

救急患者を確実に 
受け入れられる体制の 

強化 

生活支援コーディネーター 

在宅療養支援診療所 

在宅療養支援薬局 

地域住民(本人) 

訪問看護ステーション 

千葉市あんしんケアセンター 

バックアップ体制 

在宅療養支援歯科診療所 

在宅療養後方 
支援病院 

医療従事者への
専門研修 

（仮）在宅医療・介護 
連携支援センター 

家族介護者支援センター 

認知症サポーター 老人クラブ 

居宅介護支援事業所 
（ケアマネジャー） 

訪問介護事業所 

通所介護事業所 

定期巡回・随時対型 
訪問介護看護事業所 

小規模多機能型 
居宅介護事業所 

居宅系サービス 

介護付き有料老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

認知症高齢者 
グループホーム 

介護老人保健施設 

サービス付き高齢者向け住宅 

在宅医療連携 

Ⅱー（３）千葉市の地域包括ケアシステムの姿 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

高齢者の住まい 

社会福祉協議会・CSW 

平成28年7月19日改訂 

認知症コーディネーター・ 
認知症地域支援推進員 

訪問リハビリテーション 

地域包括ケア病床・病棟のある医療機関 
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Ⅲ 千葉市が進める８つの柱 
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１ あんしんケアセンター（地域包括支援セン 
  ター）の機能強化 現在３０か所 
３種の専門職がいます（市全体で137人） 

• 保健師（看護師）、社会福祉士、主任ケアマネジャー 

総合相談 ～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 

健康づくりへの取り組み支援 

• 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など 

高齢者の権利擁護 

• 悪質商法や虐待の防止、成年後見制度の利用支援 

住みやすい地域づくりの支援 

• 地域ケア会議、多職種連携会議、地域運営委員会など 
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２ 在宅医療・介護連携の推進 

「多職種連携会議」 

• あんしんケアセンターを中心に「顔の見える関係」構築 

「千葉市訪問診療医師増強研修」 

• 訪問診療を実施する医師の増加を目指す。 

• 訪問診療に興味がある医師が、ベテランの医師の訪問診療に同行
する。 

「千葉市認定在宅医療・介護対応薬剤師」 

• 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。 

• 現在140人を認定 
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○市医師会などの職能団体等で構成される千葉市在宅医療推進連絡協議会において、地域の専門職  

  の顔の見える関係構築を目指した会議の開催が提案され、行政区ごとに年２回開催している。 

〇専門職による地域課題解決の取り組みに向けて、地域のリーダー育成を目指ししている。 

目的 

○地域ごとに顔の見える関係性が構築され、個々の事例での連携に繋がった。 

〇行政区ごとの開催のため、連携の進み方に差が生じている。また、顔の見える関係から、具体的な課題   

   解決への取り組みに移行するため、日常生活圏域ごとの会議開催が課題となっている。 

効果と課題 
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 切れ目のない在宅医療の提供体制

を構築するため、訪問診療に興味の

ある医師を対象に、訪問診療への参

入のきっかけを提供する研修を実施す

ることで、訪問診療を行う医師の増強

を図ることを目的としている。 

目的 

○研修協力医師の訪問研修に同行することで、訪問診療を実施するために必要な知識や備品など  

  のイメージが明確となり、訪問診療を実施する医師が増加が期待できる。 

○訪問診療を新たに開始した後も、困ったときに研修協力医師に相談できる関係性を構築できる。 

○研修協力医師同士の交流も促進され、複数の医師（診療所）が連携する取り組みへの発展が   

  期待できる。 

期待される効果 
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○在宅医療に関心があるが就業環境等により取り組むことが難しかった   

   薬剤師にとって、市の制度として実施することで参加のハードルが下がる。 

○在宅医療に関わる薬剤師と地域の他職種間の相互認識が広がること 

   で、それぞれの職種が本来行うべきケアに集中することが可能となり、在   

   宅療養患者のQOLを尊重した安全・安心な在宅医療が提供できる。 

○認定した薬剤師のいる薬局を公表し、気軽に在宅医療の相談や訪問 

   に応じられる薬局として市民へ周知し、薬剤師の活用を促進する。 

期待される効果 

○地域包括ケアについて 

○多職種連携会議など 

 への参加 

○認知症に関する研修 

○介護保険制度につい   

  て 

○ケアマネージャーや訪  

  問看護師との連携につ  

  いて 

○麻薬について 

○緩和ケアについて 

○薬局同士の連携につい

て  

研修内容 



参考：認定薬剤師のいる薬局の目印 

 

花のあふれる
まちづくり 

 シンボル 

キャラクター 

ちはなちゃん 

WANP

UG 
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 ３ 認知症施策の推進 市の取組み 
• 認知症疾患医療センター 
• ちば認知症相談コールセンター 
• 認知症初期集中支援チーム 

相談窓口の充実 

• 学校での「認知症サポーター養成講座」開催 
• 各種イベント 

「認知症こども力プロ
ジェクト」の推進 

• 認知症対応力向上研修（地域のかかりつけ医向
け＆病院勤務の医療従事者向け） 早期発見のために 

• 認知症サポート医の養成 
• 認知症コーディネーターの養成 

関係者の連携や必要な
施策の検討 

• グループホームや小規模多機能型居宅介護事業
所の整備促進 

認知症に対応した介護
サービス提供基盤整備 

• よく見られる症状とは？  
• 受けられる医療、サービスとは？  を1枚に 

「標準的な認知症ケア
パス」の作成、配布 
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３－１ 行方不明の方を早く見つけるために 

徘徊高齢者SOSネットワーク 

• 認知症による徘徊で行方不明となり、警察署に捜索願が出された場

合に、市内５警察署及び消防・救急、保健福祉センター、あんしん

ケアセンターで情報を共有 

• ご家族の希望により、防災無線での呼びかけや「ちばし安全・安心

メール」での配信を実施 

徘徊高齢者位置情報システム 

• 徘徊がみられる認知症の方に、あらかじめGPS端末機を所持していた

だき、行方不明時の早期発見・安全確保に役立てています。 
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 ４ 生涯にわたる健康づくりの推進 

「健康づくり」と「介護予防」は一体のもの 

• 良い生活習慣の確立は健康寿命の延伸につながる 

• セルフケアの促進 

• 閉じこもりの防止 

地域住民が主体となった健康づくりの推進 

• 地域活動のリーダーとなる方の養成 

• 「生活支援コーディネーター」の配置 

• リハビリテーション専門職を地域活動の場に派遣 

• “支えられる”ばかりでなく“支える”側として活躍 
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４－１ シニアリーダーによる体操教室 

平成２７年度～２８年度の実績 

シニアリーダー登録者数：３９７人 

シニアリーダー活動実績：市内９２カ所（公民館等）で活動 
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５ 生活支援・介護予防サービスの 
  基盤づくり推進 

「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」への移行
（平成２９年４月～） 

• 平成２９年４月から介護保険事業課において実施 

• 現行相当サービス、緩和した基準によるサービス 

「生活支援コーディネーター」の配置 

• 平成２８年４月～ 各区２人 

• 地域の生活支援情報把握、ボランティアの養成 

• あんしんケアセンターや社協ＣＳＷ等との連携 
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６ 高齢者の住まいの安定的な確保 

段差解消、転倒防止などのバリアフリー構造住宅の

確保や住宅改修の支援 

• 要援護高齢者のいる世帯への住宅改修費の一部助成 

• 住宅関連情報提供コーナー（すまいのコンシェルジュ）での相談や情

報提供を通じたバリアフリー化の啓発 

高齢者向け住宅の供給の促進 

• 「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進 

• 高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供 

• 高齢者用公共賃貸住宅（シルバーハウジング）の提供 

25 



７ 支え合い体制づくりの促進 
８ 安全・安心なまちづくりの推進 

見守り活動やボランティア活動などの促進 

• 町内自治会や社協地区部会などの活動（「お助け隊」、「見守り活動」など） 

• 地域運営委員会の設置促進 

• 社会福祉施設におけるボランティア受け入れ体制の整備 

災害時への備え 

• 「避難行動要支援者名簿」の整備 

• 要支援者情報の地域への提供 

消費者被害防止の取組み 

• 「千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク会議」 

• 「くらしの巡回講座」 
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  Ⅳ まとめとして 
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・１人ひとりが自分の健康を気遣うこと 
 
・地域の皆さんも行政も、同じ目標（暮らし 
 やすい街づくり）に向かって手を繋ぐこと 
 
・誰もが“私にもできる”ことを 
 進んで積極的にやること 

 

 

 

 

“地域包括ケアシステム” 
         構築のためには 
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私にもできる“地域包括ケア” 
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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

相談できる窓口を見

つけておきましょう 


