
（様式２）

施策評価（平成27年度） 施策評価調書

政策コード 4 政策名 元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

施策コード 3 施策名 高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり

幹事部局 健康福祉部 担当課 福祉政策課

１次評価（健康福祉部長） 平成27年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成27年8月31日

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）

－

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」

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２９ 達成度
年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
直近の
達成率

評価者・実施日

－
健康寿命

男　70.46
女　73.99

　－ －

Ｈ２２

②

① －

①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25年調査データによる値は現時点で公表されていない（公表時期は未定）。
　平成22年度調査時点の健康寿命の全国順位は、男性23位、女性18位となっており、いずれも平均寿
命（男性46位、女性39位）を大きく上回っている。

  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。

平均寿命の
伸びを上回
る健康寿命

の延伸
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（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）

単位：件

11,640

ひきこもり相談支援センターにおける相談件
数

87

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） 91.3%

居住系・日中活動系サービス利用人員

出典：ひきこもり相談支援センター相談実績

Ｈ２４ 10,189

415 435

10,030 11,155 11,289

378 396

Ｈ２４ 249 65.9%

11,449

91.3%

65.9%

Ｈ２４

⑤

④

備考●施策目標（評価指標）
基準値

①
在宅療養支援診療所数（再掲）

出典：届出受理医療機関名簿（H27.3)

直近の
達成率

88.4%

Ｈ２７ Ｈ２８
年度

86 94 10278

②
訪問看護ステーション施設数（再掲）

39 41 42

Ｈ２４ 46

32,372 36,780 41,187

出典：長寿社会課調（H27.3) 112.2%

76

Ｈ２９

88.4%

111

112.2%
4443

年度 Ｈ２６

135.2%③
認知症サポーター数

出典：全国キャラバンメイト連絡協議会調
（H27.3)

50,000

Ｈ２４ 49,724

135.2%

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26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
  関連指標の居住系・日中活動系サービス利用人員は、秋田県障害福祉計画における各年度の障害福
祉サービス見込量である。平成26年度においては、目標値を下回る91.3％の達成率となった。
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が増加した。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。

⑥

45,594

⑦
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（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

　ひきこもり相談支援センターにおいて、延べ249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。
　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107人
が参加した。

  平成26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、161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20コース、24回実施し、1731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。

　平成26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、基本構想を策定した。
　また、高齢者が要支援・要介護状態になることの予防策がより強化された改正介護保険法に基づ
き、第６期介護保険事業支援計画・第７期老人福祉計画を策定した。

　平成26年度は、「秋田県医療・介護・福祉連携促進協議会」において、医療・介護・福祉の関係団
体や市町村、県などの具体的な取組事項や方向性を「報告書」として取りまとめ、各職域、団体等の
主体的取組に繋げた。
　また、市町村との意見交換を通じて、地域包括ケアシステム構築に向けた働きかけを行うととも
に、市町村・地域包括支援センター職員を対象とした実地研修を開催し、意識付けを図った。

　平成26年度に認知症の理解度を測る県民意識調査を行ったところ、認知症に対する理解を持ってい
る人は全体の約５割にとどまっている実態が判明したため、認知症に関する各種施策を総合的に実施
する方針を盛り込んだ第６期介護保険事業支援計画・第７期老人福祉計画を策定したところである。
　なお県立リハセンに設置している認知症疾患医療センターの利用状況は好調である。

　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、障害者施設の製品等の売り上げ増、販路開拓のた
め、ローソンとの包括協定を活用した店頭販売の支援を行ったほか、いとくの店舗におけるイベント
販売を実施した。
　障害者の職業生活における自立を図るため、県内６カ所の障害者就業・生活支援センターにおい
て、就労や生活面の支援の必要な障害者に対する支援を行った。
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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）

５　政策評価委員会の意見

　地域包括ケアシステムの構築については、地域レベルで連携促進協議会を開催することなどにより、取組が
徐々に進んできているが、市町村によって意識や進捗状況に差が生じていることや、県民に対する周知が十分
ではないことなどが課題となっている。改正介護保険法では地域包括支援センターに生活支援コーディネー
ター等を配置することとしており、その養成など、センターの更なる機能強化に向けた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について、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への支援や、「認知症疾患医療センター」の更なる充実・強化、認
知症施策に関する県民の理解促進を図る必要がある。
　また、「ひきこもり支援センター」の周知を図るとともに相談件数の少ない県北、県南地域への対応の強化
や、障害者就業・生活支援センター未設置圏域（北秋田）の早期解消を図る必要がある。

　高齢者や障害者が住み慣れた地域で生活できる環境を整備するため、地域包括ケアシステムの構築に向けた
市町村支援や県民への普及啓発の取組を更に強化するとともに、県北地域への新たな「認知症疾患医療セン
ター」の設置に向けた検討を進める。
　また、北秋田圏域で未設置となっている障害者就業・生活支援センターの設置による障害者の職業生活にお
ける自立に向けた支援や、ひきこもり相談支援センターの周知の強化、相談支援従事者の技術向上などに取り
組む。
　さらに、平成２９年度に開催される全国健康福祉祭（ねんりんピック）に向け、大会開催要領の策定や広報
活動などの準備を着実に進める。

評価理由

　高齢者の生きがい・健康づくりについては、平成29年度の全国健康福祉祭に向け、基本構想を
策定し開催準備を進めるとともに、介護予防に関する先進的取組の紹介や専門人材の育成等によ
り、各市町村による取組を支援している。
　また、地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療・介護・福祉の関係団体や市町村等で構
成する連携促進協議会を各振興局単位で設置し、多職種間の情報共有を図り、具体的な連携事業
の検討を進めているほか、地域包括支援センター職員等を対象とした研修会を実施するなどセン
ターの機能強化に向けた取組を実施している。
　このほか、認知症対策として、認知症を正しく理解し地域で支える「認知症サポーター」の継
続的な養成や県内２カ所目となる認知症疾患医療センターの設置に取り組むとともに、県内６ヶ
所の障害者就業・生活支援センターにおいて、障害者の職業生活における自立に向けた支援を実
施している。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

評価結果

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
ション施設数」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、市町村の取組を支援するため、各振興
局単位で連携促進協議会を設置し、今後の連携促進の方向性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職員を対象とした地域包括ケアの先進事例研修会や地域ケア
会議の機能強化セミナーを開催するなどの取組を進めている。
　認知症対策については、取組の一層の推進を図るため、当事者や有識者等で構成する「認知症
施策推進ネットワーク」を立ち上げ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を推進するほか、平成27年度に認知症疾患医療センターを県中央部に１
カ所設置するなど、県全体で統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、人材の確保や資
質向上を図るため、平成２６年度から医療介護総合確保基金を活用した事業を進めているところ
である。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「概ね順調」とするものである。

概ね順調

評価結果 概ね順調
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