
（様式２）

施策評価（平成28年度）

4 政策名 元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

3 施策名 高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり

健康福祉部 福祉政策課

１ 施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿 など）

２ 施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準 Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

施策評価調書

評価者・実施日 平成28年7月29日

高齢者が充実して過ごせる社会の実現に向けて、高齢者の社会参加や生きがいづくりを促進するとともに、
高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するため、健康長寿に対する意識を県民に啓発し、健康づく
り、介護予防活動等の取組を進める。

要介護者や障害者等を地域で支えていくため、医療・介護・福祉の連携強化により、それぞれの地域の実情
に応じた地域包括ケアシステム構築を促進するとともに、増大する介護・福祉ニーズに対応するため、相談・
支援体制の強化や人材の確保・育成を図る。

今後増加が見込まれる認知症の人やその家族が安心して暮らせるよう、認知症サポーターの養成支援や市町
村による認知症初期集中支援チームと認知症地域支援専門員の設置、認知症疾患医療センターの設置など、認
知症に関する様々な施策を総合的に推進していく。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 H２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策コード

施策コード

幹事部局

２次評価（企画振興部長）１次評価（健康福祉部長）

担当課

平成28年6月30日

①

健康寿命

男 70.46
女 73.99

－ － － 平均寿命の
伸びを上回
る健康寿命
の延伸 － －Ｈ２２

男 70.71
女 75.43

出典：厚生労働省の国民生活基礎調査をもとに算
出した「日常生活に制限のない期間の平均」

②

都道府県の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は、3年ごとに実施
される国民生活基礎調査（大規模調査）データをもとに、厚生労働省から公表されるが、平成22年調査時点の
全国順位の男性23位、女性18位に対し、平成25年調査データによる全国順位は、男性39位、女性3位となって
おり、女性が大きく順位を上げた一方、男性が順位を下げた（5年ごとの国勢調査による平成22年の平均寿命
は男性46位、女性39位）。



（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 H２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度

①
在宅療養支援診療所数（再掲）

78 86 94 102 111

80.9%Ｈ２４ 80 76 76

出典：届出受理医療機関名簿（H28.5) 88.4% 80.9%

②
訪問看護ステーション施設数（再掲）

39 41 42 43 44

150.0%Ｈ２４ 43 44 63

出典：訪問看護事業所一覧（H28.6） 107.3% 150.0%

③
認知症サポーター数

32,372 36,780 41,187 45,594 50,000

156.0%Ｈ２４ 39,651 49,724 64,264

出典：全国キャラバンメイト連絡協議会調
（H27.3)

135.2% 156.0%

④
居住系・日中活動系サービス利用人員

10,030 11,155 11,289 11,449 11,640

93.0%Ｈ２４ 9,997 10,454 10,498

第３期秋田県障害福祉計画及びそれに
基づく見込み数

人（月平均利用人員） 93.7% 93.0%

⑤

ひきこもり相談支援センターにおける相
談件数

87 378 396 415 435

59.3%Ｈ２４ 116 249 235

出典：ひきこもり相談支援センター相談実
績

単位：件 65.9% 59.3%

⑥

①在宅療養支援診療所数
24時間365日体制等の要件整備が厳しいことや医師の高齢化等の現状から計画どおりに推移していない。

②訪問看護ステーション数
空白域での訪問看護ステーション整備・初期運営費支援の効果もあり、計画を上回る達成率となっている。

③認知症サポーター数
認知症に関する国民的関心も相まって、平成27年度末の認知症サポーター数は目標を大きく上回ったが、引

き続き広く県民の理解を促進するため、更なる養成に向けた支援策を推進する。
④居住系・日中活動系サービス利用人員

目標値には達していないが、利用人数は伸びてきており、引き続きニーズに応じたサービス提供を関係機関
に働きかける。
⑤ひきこもり相談支援センターにおける相談件数

平成25年10月１日にひきこもりに特化した相談支援を行う「秋田県ひきこもり相談支援センター」を開設し
たことにより、開設前に比べて相談件数は増加し、平成27年度においても同程度で推移している。しかし、相
談件数が目標値に届いていないのは、県民に対するセンターの周知不足や、県北・県南地域での相談件数が特
に少ないことによるものである。

⑦



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

①高齢者の生きがい・健康づくりの推進

②医療・介護・福祉の連携強化における地域包括ケアシステムの構築

③認知症対策の推進

④障害者の地域生活支援体制の強化

⑤ひきこもり対策の推進

⑥介護・福祉人材の確保・育成

平成27年度においては、高齢者の社会参加や生きがいづくりを促進するため、平成29年に本県で開催される
第30回全国健康福祉祭の開催に向け、実施要綱を作成するとともに、県版ねんりんピックの開催（2,383人参
加）や全国健康福祉祭への選手派遣（116人参加）を支援し、高齢者の生きがいと健康づくりの促進を図っ
た。

また、老人クラブ活動等への支援を通じて、高齢者の社会参加を促進した。

平成27年度は、「秋田県医療・介護・福祉連携促進協議会」において、全県レベルの連携強化に向けて、各
主体の取組についての情報共有や相互の連携を確認するなど、団体等の主体的取組に繋げた。

また、市町村の多職種連携の取組を支援するため、地域振興局単位で「連携促進協議会」を設置・開催し、
今後の連携促進の検討や多職種研修会等の取組を実施するとともに、市町村・地域包括支援センター職員を対
象とした、県内外の先進地における具体的な取組等についての研修会を開催し、課題解決に向けた意識付けを
図った。

平成27年度は、認知症サポート医やかかりつけ医、認知症介護指導者の養成を行った結果、累計でサポート
医58人（H27年度13人）、かかりつけ医221人(H27年度40人）、認知症介護指導者28人（H27年度2人）を養成し
たほか、県内２カ所目となる認知症疾患医療センターを秋田市に設置した。

また、「秋田県認知症施策推進ネットワーク会議」を立ち上げ、県が取り組むべき認知症施策についての検
討を進めたほか、市町村や民間企業などとともに認知症サポーターの養成に努め、平成27年度末で累計64,264
人を養成した。

障害者の地域生活を支える人材を育成するため、相談支援従事者初任者研修等を実施し、相談支援従事者や
サービス管理責任者などを養成したほか、各種研修を実施して従事者の資質の向上に努めた。

障害者の工賃向上アドバイザーとして就労継続支援Ｂ型事業所３カ所に中小企業診断士を派遣し、商品開発
や販路拡大について指導・助言を行った。また、県との包括協定を活用した「いとく」、「タカヤナギ」の店
舗におけるイベント販売を４回実施した。

障害者の職業生活における自立を図るため、県内７カ所目となる障害者就業・生活支援センターを横手圏域
へ新たに設置し、障害者の就労や生活面の支援の充実を図った。

ひきこもり相談支援センターにおいて、延べ235件の電話や来所等による相談に対応し、ひきこもり状態に
ある人やその家族等の支援を行った。

さらに、平成27年度においては、県北・県南地域におけるニーズに対応するため、巡回相談を実施した。
また、県内３地区において市町村や保健所、医療機関等から構成される連絡協議会を開催し、関係機関との

連携強化を図った。
リーフレット「ひきこもり ひとりで悩まないで」をスーパーやコンビニエンスストア等に約10,000部配布

したほか、相談支援従事者を対象とした研修会を開催し、ひきこもりに関する理解の促進及び普及啓発を図る
など、情報発信及び人材育成に努めた。

交流の場や学習機会等を提供するため、ひきこもりの当事者の会や親の会を毎月開催し、延べ88人が参加し
た。

・平成27年度は、社会福祉協議会に委託して無料職業紹介事業を実施し、97人の採用に結びつけたほか、就労
年数や職域階層に応じた知識や技術を習得して適切なキャリアパス、スキルアップを図ることを目的とした福
祉保健研修事業を年間18コース、23回実施し、1,730人が受講するなど、福祉・介護人材の確保と職場定着を
促進した。
・深刻な人手不足が懸念される介護人材を確保するため、介護分野の求人・求職に係るマッチング機能を強化
するとともに、就労を希望する介護未経験者24名に対し基礎講習を実施し、さらに実務訓練まで修了した受講
者のうち9名を就労に繋げた。
・介護保険を支える体制づくりとして、介護支援専門員資格取得のための試験及び実務研修を実施し、新たに
156人の資格者を確保したほか、現任者に対する基礎課程及び専門課程の研修により介護支援専門員521人の資
質の向上に努めた。



３ 総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４ 課題と今後の対応方針

① 課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題 など）

② 今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

地域包括ケアシステムの構築について、地域によって医療・介護資源のほか、関係者の認識、住民の理解などによ
り、進捗状況が異なっていることが課題であり、構築の中心的な役割を担う市町村への支援が必要である。

今後も増加が見込まれる認知症患者について、二次医療圏域ごとの「認知症疾患医療センター」の設置や、平成30年
4月から全市町村への設置が義務付けられる「認知症初期集中支援チーム」の設置に向けた市町村支援など、早期診
断・早期対応のための支援体制づくりが急がれる。

介護人材確保については、多様な人材の新規参入の促進、研修の充実による資質の向上、就労環境の改善等による定
着促進に引き続き総合的に取り組んでいく必要がある。

ひきこもり対策については、県民に対するひきこもり相談支援センターの一層の周知や、県北・県南地域での相談件
数が少ないことから、この実績を伸ばしていく必要がある。

地域包括ケアシステムの構築については、全県・地域レベルの医療・介護・福祉関連団体との連携強化を図るととも
に、地域の実情に応じた在宅医療提供体制の構築や、地域住民に対する普及啓発など、各地域における医療・介護・福
祉の連携強化が一層進むよう、市町村等の取組を支援する。

認知症対策については、「認知症疾患医療センター」が設置されていない二次医療圏域への早期設置とともに、かか
りつけ医等の対応力向上や認知症初期集中支援チーム員の養成に対する支援を行い、早期診断・早期対応の体制づくり
を強化していく。併せて、認知症サポーターの活動支援や、県民への更なる認知症に関する普及啓発など、地域におけ
る支援体制の充実を図る。

介護人材確保については、介護職員の就労環境の整備のため、認証評価制度の導入や各種支援事業により介護業界全
体のレベルアップ・ボトムアップを図っていく。

ひきこもり対策については、平成２８年度にひきこもり支援コーディネーターを２名から３名に１名増員し、巡回相
談の回数を増やす等によりセンターの周知及び相談件数の増を図る。また、社会とのつながり支援（職親）事業を実施
することにより、ひきこもり状態にある方の社会参加を支援するとともに、研修会や連絡協議会等を引き続き実施し、
地域でひきこもりを支援する環境を整備する。

評価結果 概ね順調

評価理由

関連指標については、地域包括ケアシステム構築に向けた関連指標である「訪問看護ステーション」や
認知症対策の関連指標である「認知症サポーター数」については、目標を上回って推移している。

「在宅療養支援診療所数」は、目標値を下回っているが、各地域振興局単位で「連携促進協議会」を開
催し、今後の連携促進の検討や具体的な取組を実施するほか、市町村・地域包括支援センターの職員を対
象とした県内外の先進事例等についての研修会や地域包括ケア会議の機能強化セミナーを開催するなど、
市町村と関係者が連携しやすい環境づくりを進めている。

認知症対策については、当事者や有識者等で構成する認知症推進ネットワーク会議において検討を進め
るとともに、認知症サポーターの養成に携わるキャラバンメイトの育成や県内２か所目となる認知症疾患
医療センターを秋田市に設置するなど、県全体で総合的に施策を進めている。

地域包括ケアシステムを担う人材や認知症に対応する人材の育成についても、人材の育成や資質の向上
を図るため、地域医療介護総合確保基金を活用した事業を実施しているところである。

以上の理由から、「概ね順調」とするものである。

評価結果 概ね順調

評価理由

地域包括ケアシステムの構築については、「秋田県医療・介護・福祉連携促進協議会」において分野間
での情報共有等を進めた結果、ケアマネージャーと歯科医師との連携した取組が実施されたほか、各地域
振興局単位での「連携促進協議会」の開催や市町村・地域包括支援センター職員を対象とした研修会の実
施により、市町村における多職種連携の取組を支援した。

認知症対策として、県内で２か所目となる認知症疾患医療センターを秋田市に設置したほか、「秋田県
認知症施策推進ネットワーク会議」を立ち上げ、県が取り組むべき認知症施策について検討を進めた。ま
た、市町村や民間企業などとともに認知症サポーターの養成に努めた。

このほか、障害者の地域生活支援体制の強化については、障害者の職業生活における自立を図るため、
県内７か所目となる障害者就業・生活支援センターの横手圏域への新たな設置に加え、北秋田市への８か
所目の設置に取り組む等したほか、ひきこもり対策の推進として県北・県南地域における巡回相談を実施
した。

以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。



５ 政策評価委員会の意見


