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施策体系 

２－１ 健康で活力に満ちた社会を創る  

2-1-1 健康づくりの推進 

   2-1-2 医療体制の充実 

    2-1-3 食の安全と環境衛生の推進 

 

２－２ こどもを産み、育てやすい環境を創る 

    2-2-1 子育て支援の充実 

    2-2-2 こどもの健全育成の推進 

    

２－３ ともに支えあう地域福祉社会を創る 

    2-3-1 地域福祉の充実  

     

２－４ 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る 

    2-4-1 介護予防と生きがいづくりの促進 

    2-4-2 地域生活支援の充実（高齢者） 

    2-4-3 介護保険サービスの充実   

 

２－５ 障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る 

2-5-1 療育体制と相談支援の充実 

2-5-2 地域生活支援の充実（障害のある人） 

2-5-3 就労支援と社会参加の促進   

 

２  支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ 

方向性２ 

支えあいがやすらぎを生む、 

あたたかなまちへ 
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２-１    健康で活力に満ちた社会を創る 

２-１-１  健康づくりの推進 
 

 施策の展開   

 本市では、市民が支えあいながら、心豊

かに暮らせる活力に満ちた社会を目指し、

疾病の発生予防や重症化予防に重点を置

いた健康づくり、親と子が健やかに暮ら

せる社会づくりを進めています。 

 厚生労働省によれば、平成 27 年（2015

年）現在 65 歳の女性は約 2 人に 1 人が

90 歳まで、約 16 人に 1 人が 100 歳まで

生きるという状況 であり、100 歳まで生

きることが珍しくない時代が到来してい

ます。こうした「人生 100 年時代」を迎

え、市民が健康に生活できる期間を延ば

せるよう、ライフステージに応じた健康

づくりの取組みを推進します。 

 市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支えるため、地域における運動・ウオーキングイベントなどを

開催します。 

 東京 2020 大会の開催を見据え、受動喫煙対策に取り組むとともに禁煙治療費用の助成を行います。 
 

 計画事業   

 

● 100 年を生きる健やか未来都市の実現【新規】 健康企画課 

健康寿命を延伸し、誰もが健康でいきいきと暮らせる社会を実現するため、今後、重点的に取り組む項目

について、広報・啓発活動を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

「人生100年時代」及び 

健康づくりに関する広報・啓発活動 

健やか未来都市ちばプラン

中間評価・見直し 
実施 実施 

 

● 禁煙の支援及び受動喫煙防止の推進 健康企画課、健康支援課 

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します。また、受動喫煙の機会を減ら

し、健康で快適な社会をつくるため、分煙に関する普及・啓発活動を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

禁煙治療費用の助成 ― 実施 実施 

分煙に関する普及啓発活動 ― 実施 実施 
 

■ 運動イベントによる健康づくりの促進 健康支援課 

市民の生活習慣改善のきっかけや、自身の健康状態に気づく機会を提供するため、地域における運動イベ

ントを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

運動イベント 各区 1回/年 継続 各区 1回/年 
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■ 花見川糖尿病ゼロプロジェクト 花見川区健康課 

区民の糖尿病等の生活習慣病の予防及び健康への関心を高めるため、地域住民と医療関係機関との協力の

もと、健康づくりのための情報収集や普及・啓発を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

啓発リーフレットの作成 実施 3 種類増 3 種類増 

啓発標語の募集 実施 継続 実施 

 

■ 稲毛区健康づくりウオーキング 稲毛区健康課 

区民の主体的な生活習慣病の予防を図るため、健康ウオーキングに区の魅力再発見の要素を加味したイベ

ントを開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

健康づくりウオーキング 1 回/年 継続 1 回/年 

健康づくりスローガンのPR 実施 継続 実施 

運動自主グループ育成支援 13 グループ 6 グループ増 19 グループ 

 

■ 若葉区ラジオ体操で健康づくりとまちづくり 若葉区健康課 

ラジオ体操を通じた健康づくりや世代間交流を図るため、実技講習会や情報交換会の開催や、ラジオ体操
グループへの支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

実技講習会・情報交換会 1回/年 継続 1 回/年 

ラジオ体操グループ登録の
推進 

48グループ 8 グループ増 56 グループ 

 

■ 緑区健康フェアの開催 緑区健康課 

健康づくりの意識向上を図るため、地元企業や関係機関と連携し、運動体験や健康測定等ができる健康イ

ベントを開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

健康フェアの開催 1 回/年 継続 1 回/年 

運動グループ登録の推進 12 団体 8 団体増 20 団体 

 

● シニアリーダー※活動の推進   【再掲】 地域包括ケア推進課 

地域で元気に生活できる高齢者を増やすため、介護予防に役立つ体操教室などを開催しているシニアリー

ダーの活動を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

シニアリーダー連絡会への

活動助成 
― 実施 実施 
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２-１-２  医療体制の充実 

 

 施策の展開   

 本市全体の医療需要について、平成 28 年度

（2016 年度）に千葉県が策定した地域医療構想

によると、本市圏域では、75 歳以上人口の増加

に伴い、平成 37 年度（2025 年度）には入院患

者数が平成 25 年度（2016 年度）の 1.3 倍、在

宅医療等の需要が約 2 倍になると見込まれてい

ます。 

 このような状況の中、市立病院では引き続き地

域医療の役割を担うとともに、青葉病院での精

神医療や救急医療、海浜病院での小児・周産期

医療など、特色ある医療の充実・強化を図って

いきます。 

 さらに、将来的には公、民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図るた

め、青葉病院・海浜病院の健全な病院経営を確立するとともに、市立病院として今後果たすべき役割に

ついて検討を進めます。 

 地域医療に従事する人材を確保していくため、市内で働く医療従事者を支援する活動や市民と医療機関

との交流を促進する活動を行う市民団体を支援するとともに、地域医療における薬剤師の業務拡大につ

いて検討を進めます。 
 

 計画事業   

 

● 市立病院の医療機器更新 青葉病院事務局、海浜病院事務局 

市民に必要とされる医療を継続的に提供するため、青葉病院及び海浜病院の医療機器を更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

医療機器の更新（青葉病院） ＳＰＥＣＴ‐ＣＴ※装置等 

頭腹部血管撮影装置 

3Ｄ腹腔鏡下外科手術 

システム等 

頭腹部血管撮影装置 

3Ｄ腹腔鏡下外科手術 

システム等 

医療機器の更新（海浜病院） ＭＲＩ装置等 
Ｘ線テレビ装置 

生体情報モニタ等 

Ｘ線テレビ装置 

生体情報モニタ等 
 

■ 地域医療人材支援団体の設置促進   【新規】 健康企画課 

地域医療を守るため、地域医療人材を支援する団体の設置を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域医療人材支援団体の 

設置支援 
― 実施 実施 

 

■ 薬剤師の業務拡大【新規】 健康企画課 

地域医療の担い手や、地域住民の健康増進等の観点から、薬剤師の役割が進展していることを踏まえ、関

係機関と連携し、薬剤師の業務拡大の検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

薬剤師の業務拡大 ― 実施 実施 

  

出典：千葉県保健医療計画（平成 23 年度～平成 29 年度） 

図表１１ 入院患者数及び在宅医療等需要の 
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２-１-３  食の安全と環境衛生の推進 

 

 施策の展開   

 近年、食品の製造・加工技術、保存・流通システムの進歩に伴う食のグローバル化や、食生活の多様化、

健康意識の高まりなどを背景に、食の安全に対する関心が高まっています。 

 食の安全を確保するため、ＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

※など食品衛生に関する最新の知識等の普及・啓発を進めるととも

に、関係機関と連携し、飲食店や食品製造施設のほか、市内での開催が増加している大規模イベントに

おける食品取扱施設などへの監視指導や、流通食品の検査を行います。 

 また、市内で生産された、新鮮で安心・安全な農産物を市民に供給し、消費者と生産者がより身近で、

さらに消費者に信頼される関係を構築できるよう、「千葉市つくたべプロジェクト」として地産地消の

取組みを進めます。 

 食中毒などの予防のため、社会福祉施設や飲食店を対象とした衛生講習会等を行うほか、万一食中毒が

発生した場合は危害拡大の防止を図りつつ、迅速かつ正確な検査等を行い、原因究明・再発防止を図り

ます。 

 本市地方卸売市場について、消費者及び生産者の双方から品質管理に対する要求が高まっていることか

ら、コールドチェーン※化など、安全な食の流通を支える品質管理機能の強化について検討を進めます。 

 市民の健康を守るため、住宅や理美容施設などにおける化学物質の測定や、害虫等の相談などに対し適

切に対応を図ります。 
 

 計画事業   

 

● 地産地消の推進【再掲】 農政課 

市内産農産物の認知度向上や利用拡大を図るため、買える場所・食べられる場所の情報の見える化を図る

とともに、農家レストランの開設支援などを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市内農産物の見える化 

（販促物作成支援） 
― 実施 実施 

千葉市つくたべプロジェクト

の推進 
協議会の設立準備 協議会設立・運営支援 協議会設立・運営支援 

農家レストラン開設助成 ― 実施 実施 

 

● 市場機能の強化【再掲】 地方卸売市場 

市場における健全で安定したサービス提供のため、経営戦略を策定するとともに、場内事業者の経営基盤

強化に向け、支援を行います。また、老朽化している施設の改修を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

場内事業者の経営基盤強化 ― 

経営支援講座 1 件 

コンサルタント支援  1 件 

経営戦略策定 

経営支援講座 1 件 

コンサルタント支援  1 件 

経営戦略策定 

設備改修 

水産物部冷蔵庫棟 

冷凍施設改修 

青果棟 

定温庫冷蔵設備改修 

ガス設備改修 

消火設備改修 

エネルギー棟空調設備改修 
完了 
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２-２    こどもを産み、育てやすい環境を創る 

２-２-１  子育て支援の充実 
 

 施策の展開   

 妊娠期からこどもが自立するまでの期間にわたり、安心してこどもを産み、育てられる環境を整備し、

きめ細かな子育て支援策を推進するため、各区保健福祉センターに、母子健康包括支援センターを設置

し、産前産後の支援体制を拡充するとともに、病児・病後児保育の拡充など、多様なサービスを提供し

ます。 

 本市では、平成 26 年（2014 年）及び 27 年（2015 年）4 月に待機児童ゼロを達成しましたが、潜在的

保育需要の顕在化などにより、再び待機児童が発生している状況です。 

 引き続き、幼稚園の認定こども園移行支援や小規模保育事業

の整備を進めるほか、保育需要が特に高い地域における民間

保育園の整備等を実施するとともに、処遇の改善等による教

育・保育人材の確保、研修等を通じた質の向上など、ハード・

ソフト両面から待機児童の解消を進めます。 

 男女ともに仕事と家庭生活のバランスがとれた環境づくりを

進めるため、男性の育児に関する講座やイベントを開催する

ほか、男性の育児休業の取得促進を行います。 

 将来、こどもを産み、育てたいと希望する市民への、不育症※・

不妊症に関する支援策の充実に取り組みます。                保育園の様子 
 

 計画事業   

1. 仕事と家庭の両立支援 
 

● 子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備 幼保支援課 

潜在的な保育需要に対応し、将来にわたり待機児童ゼロを達成するため、子ども・子育て支援事業計画等

に基づき、計画的に保育所等を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

認定こども園移行 26 園 25 園増 51 園 

地域型保育事業 73 か所 47 か所増 120 か所 

民間保育園 117 園 30 園増 147 園 

 

● 多様な保育需要への対応 幼保支援課、幼保運営課 

保護者の就労形態の多様化等に伴う保育ニーズに対応するため、保育メニューの拡充を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

一時預かりの拡充 40 か所 9 か所増 49 か所 

病児・病後児保育の拡充 8 か所 2 か所増 10 か所 

休日保育の拡充 7 か所 2 か所増 9 か所 

子育て支援コンシェルジュの拡充 6 人 2 人増 8 人 

  

２－２ 
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● 医療的ケアが必要な子どもの受入体制の整備 幼保運営課 

医療的ケアが必要な子どもの保育ニーズに対応するため、看護師の配置を充実させ、受け入れ体制を強化

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

看護師の拡充 2 人 2 人増 4 人 

 

● 公立保育所の建替え 幼保支援課 

良好な保育環境を確保するとともに、より多様な保育ニーズに対応するため、老朽化が著しい木造公立保

育所の建替えを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

改築 1 か所 2 か所 3 か所 

 

● 子どもルームの拡充【再掲】 健全育成課 

仕事と子育ての両立支援と放課後児童の健全育成を図るため、子どもルームの増設及び施設環境の改善を

行うとともに、民間事業者の参入を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新設・増設 4 か所 8 か所 12 か所 

移転 1 か所 3 か所 4 か所 

民間事業者への運営費助成 2 か所 6 か所増 8 か所 
 

2. 教育・保育の質の向上 
 

● 教育・保育人材の確保及び質の向上 幼保運営課 

教育・保育人材を確保するとともに、質を向上させるため、保育士の処遇改善のための支援や、保育士を

養成する市内の三短大と連携した研修等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

宿舎借り上げ支援 112 人/年 23 人増 135 人/年 

修学資金貸付 50 人/年 継続 50 人/年 

給与助成 1,961 人/年 531 人増 2,492 人/年 

保育補助者雇上助成 ― 63 施設/年 63 施設/年 

巡回指導員の拡充 10 人 3 人増 13 人 

サバティカル研修※の充実 ― 8 分野×4 日間 8 分野×4 日間 
 

● 幼児教育の推進体制構築 幼保支援課 

幼稚園・保育所・認定こども園における幼児教育と小学校教育とのつながりを強化するとともに、幼児教

育の質の向上を図るため、アプローチカリキュラム※の作成・普及を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

カリキュラムコーディネー

ターによる支援 
21 回/年 81 回増 102 回/年 

家庭と保護者に対する 

啓発・支援 
― 

講演会 1 回/年 

パンフレット配布 

講演会 1 回/年 

パンフレット配布 
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● 男性保育士の活躍推進 幼保支援課、幼保運営課 

公立保育所において、男性保育士等が働きやすい執務環境を整えるとともに、市民の理解を促進するため、

男性保育士による育児講座や養成校への出張説明会を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

更衣室整備 5 か所 15 か所 20 か所 

トイレ整備 ― 10 か所 10 か所 

男性保育士による育児講座 3 回/年 15 回増 18 回/年 

男性保育士による養成校へ

の出張説明会 
5 回/年 継続 5 回/年 

 

3. 子育て家庭への支援 
 

■ 男性の子育て支援 幼保支援課 

男性の子育てを支援するため、男性を対象とした育児休業取得促進奨励金の支給や育児に関する講座・イ

ベントを充実します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

育児休業取得促進奨励金の

助成 
7 件 2 件増 9 件 

子育て拠点施設での男性向け

講座・イベントの開催 
1 回/年 12 回増 13 回/年 

男性の育児に関する講座・ 

イベントの開催 
実施 継続 実施 

  

4. 不育症※・不妊症対策の強化 
 

● 不育症・不妊症対策の強化 健康支援課 

不育症・不妊症に関する精神面及び経済面での負担軽減を図るため、相談体制を強化するとともに、治療

費等の助成制度を拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

相談支援体制の充実 平日面談・電話相談の実施 
専門電話開設 

夜間面談・電話相談の実施 

専門電話開設 

夜間面談・電話相談の実施 

若い世代への妊娠・出産に関

する正しい知識の周知・啓発 
― リーフレット作成 リーフレット作成 

不育症・不妊症治療費等助成

の拡充 
助成実施 拡充 拡充 
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２-２-２  こどもの健全育成の推進 

 

 施策の展開   

 子どもルームについては、社会経済状況の変化に伴う女性の就業

志向の高まりや働き方の多様化により需要が高まっていることか

ら、子どもルーム待機児童解消のための「緊急 3 か年対策」を策

定し、取組みを進めているところであり、今後も受入枠の拡大を

図るとともに、民間事業者の参入を進めます。 

 本市において、経済的に困難な状況にあり、支援制度を利用して

いる世帯等の児童数は約 13,000 人となっており、これ以外にも厳

しい環境にある子どもたちが多くいることが推測されます。この

ような背景を踏まえつつ、貧困の連鎖防止に取り組むため、子ど

も一人ひとりの家庭環境に寄り添い、支援先につなげる役割を担

う「子どもナビゲーター※」を拡充します。 

 社会的養護が必要な子どもへの対応については、一般家庭に近い環境と安定した人間関係の下できめ細

かな支援が可能となるよう、ＮＰＯ等との協働による里親の担い手確保や施設の小規模化を進めます。 

 児童相談所においては、保護期間の長期化や定員超過が発生していることから、居室を増設するととも

に、相談件数の増加に対応するため、体制の強化に向けて検討を進めます。 
 

 

 計画事業   

1. 健全に育つ環境づくりの推進 
 

● 子どもルームの拡充 健全育成課 

仕事と子育ての両立支援と放課後児童の健全育成を図るため、子どもルームの増設及び施設環境の改善を

行うとともに、民間事業者の参入を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新設・増設 4 か所 8 か所 12 か所 

移転 1 か所 3 か所 4 か所 

民間事業者への運営費助成 2 か所 6 か所増 8 か所 
 

2. 支援を必要とする子どもと家庭への支援 
 

● 子どもの貧困対策総合コーディネート こども家庭支援課 

困難な状況におかれた子どもの家庭環境に寄り添い、必要な支援を行うため、子どもナビゲーターを配置

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

子どもナビゲーターの拡充 1 か所 2 か所増 3 か所 
 

● 弁護士による養育費相談 こども家庭支援課 

ひとり親家庭やＤＶ被害者の経済的な自立を支援し、子どもの健やかな成長につなげるため、弁護士によ

る養育費相談を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

弁護士による養育費相談 18 人/年 36 人増 54 人/年 
 

  

子どもルームの様子 
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● 家庭養育等の推進    こども家庭支援課、児童相談所 

社会的養護を必要とする児童がより家庭的な生活を送るため、ＮＰＯと協働し里親等委託を進めるととも

に、乳児院の小規模化を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

里親制度推進 

(特別養子縁組の支援含む） 

広報啓発、 

シンポジウム開催等 

ＮＰＯと協働による 

里親リクルート、研修、 

訪問支援 

ＮＰＯと協働による 

里親リクルート、研修、

訪問支援 

乳児院小規模化 20 人×1 グループ 5 人×4 グループ 完了 
 

● 児童相談所の充実強化【新規】 児童相談所 

一時保護を必要とする児童の増加に対応するため、一時保護所の居室増設を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

一時保護所の居室増設 ― 工事 完了 

 

● 生活困窮家庭等の子どもへの学習支援の拡充【再掲】 保護課 

家庭環境によって学びが左右されない環境を整えるため、生活困窮家庭等の子どもへの学習支援を拡充し

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学習支援の土日開催 ― 各区開催 各区開催 
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２-３    ともに支えあう地域福祉社会を創る 

２-３-１  地域福祉の充実 
 

 施策の展開   

 こどもから高齢者まで、障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる

地域社会をつくるため、地域全体で支えあい、助けあう仕組みづくりを進めます。 

 「自助・共助・公助」の考え方のもと、地域の生活課題を住民とともに解決するため、「支え合いのま

ち千葉 推進計画（第 4 期地域福祉計画）」に基づく地域包括ケアシステム※構築推進及び、生活困窮者

自立支援法の取組みを前進させるとともに、地域住民や地域の団体・組織等による支えあい（共助）と

公助が連動して地域を「丸ごと」支える包括的支援体制づくりを目指します。 

 また、地域活動の拠点を増やし、地域交流を促すため、高齢者福祉施設が有する地域交流スペースの利

用を促進します。 
 

 計画事業   

 

■ 第 5期地域福祉計画の策定 地域福祉課 

住民とともに支えあい、課題を解決できる地域社会をつくるため、今後の地域福祉の取組みを定めた計画

を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

第 5 期地域福祉計画の策定 第 4 期計画策定 策定 策定 

 

■ 高齢者福祉施設の地域福祉拠点としての利用促進   【新規】 高齢福祉課 

地域活動の拠点を増やすとともに、社会福祉法人と地域住民の交流を促すため、高齢者福祉施設が有する

地域交流スペースの利用を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市民向け利用促進 ― 市広報媒体による周知 市広報媒体による周知 

活用実績の収集・発信 ― 実施 実施 
 

● 生活困窮家庭等の子どもへの学習支援の拡充 保護課 

家庭環境によって学びが左右されない環境を整えるため、生活困窮家庭等の子どもへの学習支援を拡充し

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学習支援の土日開催 ― 各区開催 各区開催 

 

● 生活支援体制整備の推進【再掲】 地域包括ケア推進課 

地域において、高齢者を支えあう体制づくりを行うため、支えあい活動などの育成・調整役である生活支

援コーディネーター※を、あんしんケアセンターの圏域ごとに設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

生活支援コーディネーターの拡充 各区 2 人配置（12 人） 各圏域 1 人（28 人） 
各区 1 人（6 人） 

全圏域配置完了（28 人） 

  

２－３ 
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２-４    高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る 

２-４-１  介護予防と生きがいづくりの促進 
 

 施策の展開   

 高齢者が積極的に社会参加し、生きがいを持って充実した生活

を送ることができるよう、就労やボランティアなどの情報の提

供やマッチングを行うための生涯現役応援センターの拡充など

の環境整備を進めます。 

 地域における健康づくり・介護予防を促進し、介護が必要な高

齢者を減らすため、体操教室の開催などを行うシニアリーダー※

に対して支援を行います。 
 

 計画事業   

 

● シニアリーダー活動の推進    地域包括ケア推進課 

地域で元気に生活できる高齢者を増やすため、介護予防に役立つ体操教室などを開催しているシニアリー

ダーの活動を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

シニアリーダー連絡会への

活動助成 
― 実施 実施 

 

● 生涯現役応援センターの拡充 高齢福祉課 

高齢者の就労や地域活動など多様な社会参加ニーズに対応するため、各種情報を集約し、情報提供・相談・

紹介などを行う生涯現役応援センターを拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

センターの設置・運営 1 か所 1 か所 2 か所 

 

■ ボランティアリーダーの育成   【新規】 高齢福祉課 

高齢者が地域で元気に活躍できる社会を実現するため、地域ボランティア活動の中心となるボランティア

リーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ボランティア育成講座の開講  ― 開講 開講 

 

■ 高齢者を対象としたペットによる生きがいづくり【新規】 高齢福祉課 

高齢者が生きがいを持ち、安心してペットと生活できる環境をつくるため、一時飼育ボランティアへの高

齢者の参加促進や、高齢者が将来ペットを飼育できなくなった場合に備えた支援を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

子猫の一時飼育ボランティア

への高齢者参加の推進 
― 実施 実施 

犬の里親ボランティア募集 ― 実施 実施 

  

２－４ 

シニアリーダーによる体操教室 
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２-４-２  地域生活支援の充実（高齢者） 

 

 施策の展開   

 地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自立した生活を続けられるよう、医療、

介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく提供する仕組みである「地域包括ケアシステム※」

の構築・強化を図ります。 

 地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う、あんしんケアセンターについては、高齢者の相談体

制を充実するため、高齢者人口の増加や分布に応じ、専門職員を増員するなど体制強化を図ります。 

 在宅生活を支援するため、在宅医療・介護連携支援センターの設置や、在宅医療・介護対応薬剤師の認

定などにより、医療・介護を一体的に提供できる体制づくりを進めるとともに、地域密着型介護サービ

ス事業所の整備に助成します。 

 認知症の人やその家族の在宅生活を支援するため、認知症初期集中支援チームの増設などにより、早期

発見・支援の仕組みづくりを行うとともに、安心して過ごせる居場所づくりとして「認知症カフェ」の

設置に助成します。 

 また、地域で高齢者を支えあう体制づくりを図るため、支えあい活動の育成・調整役を担う生活支援コ

ーディネーター※を設置するとともに、交通不便地域における高齢者の日常生活の「足」の確保に取り組

む団体をモデル的に支援します。 

 

 

 

  

図表１２ 本市地域包括ケアシステムの姿 
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 計画事業   

 

● あんしんケアセンターの機能強化 地域包括ケア推進課 

地域における高齢者や家族への支援体制の充実を図るため、地域包括ケアシステム※の中心的役割を担う、

あんしんケアセンターの体制を強化します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

専門職員の拡充 137 人 13 人増 150 人 

支援体制の整備 支援職員 3 区設置 3 区増 全 6 区 完了 

 

● 在宅医療・介護連携の推進 在宅医療・介護連携支援センター 

医療・介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して生活できる環境をつくるため、在宅医療・

介護連携支援センターを設置するなど、在宅医療・介護サービスを一体的に受けられる体制づくりを進め

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

在宅医療・介護連携支援 

センターの設置 
― 設置 設置 

多職種連携の強化 多職種連携会議の開催 訪問看護ステーション支援 訪問看護ステーション支援 

市民向け普及啓発 シンポジウムの開催 
シンポジウム・ 

ワークショップの開催 

シンポジウム・ 

ワークショップの開催 

 

● 認知症の人や家族への支援    地域包括ケア推進課 

認知症の人や家族に対する支援の充実を図るため、看護師・作業療法士などで構成する認知症初期集中支

援チームの増設や、認知症カフェ設置に対する助成などを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

認知症初期集中支援チームの拡充 3 チーム 3 チーム増 6 チーム 

認知症カフェ設置助成 モデル実施 本格実施 本格実施 

 

● 地域密着型サービス事業所の整備 介護保険事業課 

高齢者の在宅生活を支援するため、小規模多機能型居宅介護事業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の整備に助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

小規模多機能型居宅介護 

事業所の整備 

29 か所 

（整備中を含む） 
3 か所増 32 か所 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護事業所の整備 
12 か所 3 か所増 15 か所 
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● 生活支援体制整備の推進 地域包括ケア推進課 

地域において、高齢者を支えあう体制づくりを行うため、支えあい活動などの育成・調整役である生活支

援コーディネーター※を、あんしんケアセンターの圏域ごとに設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

生活支援コーディネーターの拡充 各区 2 人配置（12 人） 各圏域 1 人（28 人） 
各区 1 人（6 人） 

全圏域配置完了（28 人） 
 

● 高齢者の移動支援   【新規】 高齢福祉課 

買い物・通院時などの高齢者の移動手段を確保するため、高齢者の送迎を行う活動等への支援をモデル的

に実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

高齢者の移動を支援する 

団体への助成 
― モデル実施、効果検証 モデル実施、効果検証 
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２-４-３  介護保険サービスの充実 

 

 施策の展開   

 これまで全国や千葉県平均よりも低く推移してきた本市の高齢化ですが、今後急速に進展することが見

込まれます。それに伴い、急増する介護認定調査・審査に適切に対応できる体制を構築するため、認定

調査の業務委託を実施します。 

 介護サービス基盤の充実を図るため、入所希望者の多い特別養護老人ホームについて、地域バランスや

介護保険料への影響などを勘案し、着実な整備を促進します。また、老朽化した養護老人ホームや軽費

老人ホームの施設修繕に助成します。 

 安定した介護サービスを提供するため、介護人材の確保に取り組むほか、介護職員の負担軽減に向け、

大学や事業者との連携により介護ロボットの普及・促進を図ります。  
 

 計画事業   

 

● 介護認定調査の指定事務受託法人への委託【新規】 介護保険管理課 

要介護認定者の増加を見据え、安定した介護認定調査を行うため、認定調査の業務委託を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

指定事務受託法人への委託 ― 2,997 件 2,997 件 
 

● 特別養護老人ホームの整備 介護保険事業課 

介護が必要な高齢者の増加に対応するため、特別養護老人ホームの整備に助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

特別養護老人ホームの整備 
52 か所（3,649 人） 

（整備中を含む） 
7 か所（560 人）増 59 か所（4,209 人） 

 

● 養護・軽費老人ホームの大規模修繕への助成【新規】 介護保険事業課 

利用者の利便性低下を防ぐため、老朽化した養護・軽費老人ホームの施設修繕に助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

施設修繕への助成 ― 1 施設/年 1 施設/年 
 

● 介護人材の確保・定着の支援 介護保険管理課 

介護人材の確保・定着を促進するため、合同就職説明会を実施するとともに、外国人人材の雇用に対し、

支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

合同就職説明会の充実 1 回/年 1 回増 2 回/年 

ＥＰＡ※等に基づく外国人 

人材受入に対する支援 
― 実施 実施 

 

● 介護ロボットの普及促進    介護保険管理課 

介護ロボットの普及促進を図るため、ニーズ把握や効果検証を行うとともに、大学との連携により普及促

進セミナーを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

介護ロボットの利活用促進 ― 
支援方針の決定 

普及促進ｾﾐﾅｰ 1 回/年 

支援方針の決定 

普及促進ｾﾐﾅｰ 1 回/年 

実証フィールドの提供支援 ― 実施 実施 
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２-５    障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る 

２-５-１  療育体制と相談支援の充実 
 

 施策の展開   

 療育相談所（療育センター）における新規相談件数や、発達障害者支援センターにおける支援件数は増

加を続けており、専門職員の不足が生じています。また、発達障害の相談支援が増加する中で、児童が

通う保育所、幼稚園等の職員や市内医療従事者が発達障害への理解を深めることが重要になっています。 

 療育体制と相談支援の充実を図るため、療育相談所及び発達障害者支援センターの医師や専門職員を増

員します。 

 また、発達障害の早期発見・早期支援を図るため、発達障害者支援センターにおいて、保育所等への巡

回相談を引き続き実施するとともに、発達障害に関する理解が深まり、身近な医療機関での対応力が高

まるよう、市内医療従事者に対し研修を実施します。 
               

 計画事業   

 

● 発達障害者への支援の推進 障害者自立支援課、障害福祉サービス課 

発達障害のある人やその家族への支援の充実を図るため、療育相談所や発達障害者支援センターの体制を

強化するとともに、かかりつけ医への研修を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

療育相談所の人員拡充 医師 4 人、相談員 3 人 医師 2 人、相談員 1 人増 医師 6 人、相談員 4 人 

発達障害者支援センターの

人員拡充 
相談・支援職員 5 人 2 人増 相談・支援職員 7 人 

かかりつけ医等に対する 

発達障害対応力向上研修 
講師の養成 研修実施 研修実施 

  

 

  

２－５ 
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２-５-２  地域生活支援の充実（障害のある人） 

 

 施策の展開   

 障害のある人やその家族の高齢化に伴い、高齢の親が介護を続ける状況や、主たる支援者である親亡き

後を見据えた支援が喫緊の課題となっており、社会全体で障害のある人を支えていくことが強く求めら

れています。 

 障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指すため、一人ひとりに寄り添う相談体制の整備や、特

別な配慮を必要とする障害のある人へのサービス提供体制を整備するとともに、障害福祉サービスの充

実を図ります。 

 地域の様々な資源を有機的に結び付け、障害のある人やその家族が安心して地域で生活できるよう支援

を行う地域生活支援拠点を整備します。 

 また、障害のある人が、福祉施設等から地域での自立した生活に移行することを促進するため、障害者

グループホームなどの設置・運営に対する支援を行い、生活の場の確保を進めます。 

               

 計画事業   

 

● 地域生活支援拠点の整備 障害福祉サービス課 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活できる環境をつくるため、地域生活支援拠点の整備を進め

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

拠点の整備 知的障害者向け 1か所 
身体障害者向け 1 か所増 

精神障害者向け 1 か所増 

知的障害者向け 1 か所 

身体障害者向け 1 か所 

精神障害者向け 1 か所 

 

 

● 強度行動障害者への支援の推進 障害福祉サービス課 

家族への支援を強化するため、強度行動障害のある人を受け入れた通所事業所やグループホームに対し加

算を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

強度行動障害者加算の拡充 

加算対象 

施設入所 

短期入所 

対象拡充 

グループホーム 

通所事業所（生活介護） 

加算対象 

施設入所 

短期入所 

グループホーム 

通所事業所（生活介護） 
 

 

■ 手話等によるコミュニケーション支援の推進 障害者自立支援課 

コミュニケーションに支援が必要な聴覚障害のある人が安全・安心に生活できる環境をつくるため、夜

間・休日等緊急時の手話通訳者派遣に係る受付窓口を設置・運営します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

手話通訳者の派遣に係る受

付窓口の設置・運営（緊急時） 
実施 継続 実施 
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● 依存症患者への支援の推進 精神保健福祉課、こころの健康センター 

依存症についての理解を促進し、依存症者や家族を相談や治療につなげるため、シンポジウム等の啓発活

動を行うとともに、医療・福祉サービス従事者を対象とした研修を実施します。また、依存症者やその家

族を支援する民間団体への支援を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

普及啓発活動 講演会 1 回/年 

講演会 1 回/年 

シンポジウム 1 回/年 

リーフレット作成 

講演会 1 回/年 

シンポジウム 1 回/年 

リーフレット作成 

関係機関向け依存症対応研修  ― 実施 実施 

依存症関連民間団体への助成  ― 20 団体/年 20 団体/年 

 

● 精神障害による措置入院者等の退院後支援 精神保健福祉課 

措置入院後に退院した精神障害者の医療中断や、社会からの孤立を防止するため、医療機関や障害福祉サ

ービス事業所等と連携し支援体制を構築します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

個別ケースの支援 一部実施 全件実施 全件実施 

精神障害者支援地域協議会

（代表者会議）の運営 
― 実施 実施 

 

● 障害者グループホームの整備 障害福祉サービス課 

障害のある人の地域移行を促進するため、障害のある人が日常生活の援助や介護を受けながら共同生活を

行うグループホームの整備・運営に助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

グループホーム整備費用助成 新築・改修補助 2 件/年 継続 2 件/年 

運営費等助成 

開設準備費 6 件/年 3 件/年 3 件/年 

運営費補助金 実施 継続 実施 

家賃助成 実施 継続 実施 

 

  



 

50 

 
２-５-３  就労支援と社会参加の促進 

 

 施策の展開   

 障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすいまちを

目指して作られた「障害者差別解消法」が平成 28

年（2016 年）4 月に施行されましたが、障害のある

人への理解と協力は十分とは言えない状態です。東

京 2020 大会の開催を契機に、市民や企業の障害の

ある人への理解の深化を目指します。 

 市内小学校における障害のある人自身による講話や

障害者アスリート訪問、市主催イベントにおけるパ

ラスポーツ※体験会の実施などにより、障害及び障害

のある人への理解を広げます。 

 障害のある人が自らの特性に合わせて社会参加や就

労できるよう、千葉労働局とともに、就労先の開拓

と職場定着支援の充実を図ります。 
 

 計画事業   

 

● 障害者への理解の促進    障害者自立支援課 

東京 2020 大会の開催に向け、障害のある人への理解促進・共生社会の実現に向けて、市内小学校で障害

のある人自身が体験談を語る講話とともに、パラスポーツなどの体験学習を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

小学校での障害のある人に

よる講話・体験学習会の実施 
30 校/年 10 校増 40 校/年 

 

● パラスポーツの推進   【再掲】 オリンピック・パラリンピック調整課 

パラスポーツを推進するため、障害者アスリートによる学校訪問やパラスポーツ市民大会などを開催します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

障害者アスリートによる 

学校訪問の実施 
71 校 118 校増 全小・中学校実施 

パラスポーツ体験会等の実施  30 回/年 11 回増 41 回/年 

パラスポーツ市民大会の実施 ― 実施 実施 

 

■ パラスポーツ交流を通した地域活性化   【再掲】 稲毛区地域振興課 

共生社会の形成と地域の活性化を推進するため、障害のある人もない人も、子どもから高齢者まで共に楽

しみ交流できるパラスポーツイベントを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パラスポーツによる交流 

イベントの実施 
パラスポーツ体験会 

パラスポーツ体験会 

稲毛区ボッチャ※大会 

パラスポーツ体験会 

稲毛区ボッチャ大会 

 

  

パラリンピック出場者による学校訪問 
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● オリンピック・パラリンピックに向けた芸術文化振興【再掲】 文化振興課 

本市ならではの文化振興を図るため、車椅子アートプロジェクト※の実施や、若者の文化芸術への参加を

促進するとともに、東京 2020 大会 に向けた文化プログラムを策定し、推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

芸術文化の推進 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興

大規模音楽イベント 

出場支援 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興

大規模音楽イベント 

出場支援 

文化施設の多言語化 ― 1 施設 1 施設 

文化プログラムの推進 ― 策定・実施 策定・実施 

  


