
在宅医療が支えるまちづくり 

船橋市長 松戸徹 

～市民と一緒につくる地域包括ケアシステム～ 



人口 627,816人（中核市最多） 
 （男性314,952人 女性 312,864人）  

世帯数 289,324世帯    

日常生活圏域は５圏域 

１高齢者数             145,201人（23.1％） 

３後期高齢者数   65,673人（10.5％） 

２前期高齢者数   79,528人（12.7％） 

４要介護認定者数    22,587人（15.6％） 

５ひとり暮らし高齢者数 36,201人（24.9％） 

 ６Ⅱａ 以上認知症高齢者数 13,322人（9.2％） 

※１～３の（ ）内は全人口に占める割合 

※４～６の（ ）内は高齢者人口に占める割合 

面積 ８５．６２㎢ 

鉄道 ９路線３５駅 

バス ６社４１９停留所 

市の木 サザンカ 市の花 ヒマワリ   カザグルマ 

平成２８年４月１日現在 
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 船橋市のポジション 

 

                                                           

外環道（平成29年度末開通予定） 

■千葉県側のベイエリアで  
   船橋市は扇の要に位置する 

■船橋市～市川市は流通の 
  上で注目度が増している 

東関道 谷津船橋ＩＣ 
（平成25年9月20日開通） 

浦安市 

市川市 

船橋市 

習志野市 

千葉市 

圏央道 
（平成25年４月一部開通） 

■東京から20Km圏内 
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人口の推移（平成27年～67年船橋市人口ビジョン） 
総人口 
平成37年の63万6,214人
をピークにゆるやかに減少 

75歳以上 

65歳～ 
   74歳 

40歳～ 
   64歳 

20歳～ 
   39歳 

19歳以下 

船橋市における地域包括ケアシステムの取り組み状況 



船橋市における地域包括ケアシステムの取り組み状況 

１０年間見通しから 各種データ比較（27.10.1 ⇒ 37.4.1） 

  平成２７年10月１日 平成３７年４月１日 

総人口（人） ６２６，１６６ ６３６，２１４ 

増減率 ― １．６％ 

６５歳以上人口（人） １４３，１９７ １５３，７１０  

増減率 ― ７．３％ 

６５歳以上７４歳以下人口（人）  ７９，８９５  ６０，３６５  

増減率 ― ▲２４．４％ 

７５歳以上人口（人）  ６３，３０２  ９３，３４５  

増減率 ― ４７．５％ 

要支援／要介護認定者（人）  ２２，５１３  ３９，１９６  

増減率 ― ７４．１％ 

高齢化率（％）    ２２．９ ２４．２  

増減率 ― ５．７% 

要介護認定率（％）    １５．７ ２５．５  

増減率 ― ６２．４% 

ひとり暮らし高齢者（人）  ３５，２１２  ４６，１１３ 

増減率 ― ３１．０% 

Ⅱａ以上認知症高齢者（人）  １３，１４４ ２４，２８６ 

増減率 ― ８４．８% 

前期：後期＝２：３ 
前期２万人減、後期１．５倍増 

３人に１人が 
ひとり暮らし 
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在 宅 

生活支援サービス 

口腔ケア 

診療所 

リハビリ 

サービス付き 
高齢者住宅 

診診連携、２４時間対応等へ
の不安 

連携 

  通院 

  通院 

口腔保健支援センター 

訪問診療等 

訪問リハ 

通所リハ 

地域包括支援センター 
地域資源の調整・ 
    情報一元化  

（見える化） 

在宅医療支援拠点 

・ネットワークの構築（データベース等） 
・関係職種への総合支援（情報の収集 
及び提供、研修の開催） 
・市民への総合支援（情報提供、家族 
のレスパイト等の相談窓口等） 
・在宅かかりつけ医の負担軽減（24 
時間対応へ不安軽減等） 

地域リハビリテーション 
支援拠点 

・リハビリテーション技術向上のための研修 
・先進的取り組み事例の提供 
・相談窓口 
・ネットワークの構築（医療・訪問・通所等） 

地
域
の
支
え
あ
い 

※「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成23年8月10日施行）に
より、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に設置 

薬
局 

病院 

相談・情報提供 

訪問診療等 

在宅リハ支援 

介護支援専門員 

在宅介護支援センター 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

小規模多機能型居宅介護・訪問看護複合型サービス 

介護サービス 

認知症支援 

連携 

船橋市が実現を目指す地域包括ケアシステム 
（第5期介護保険事業計画（平成24～26年度）） 
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船橋市における地域包括ケアシステムの取り組み状況 

平成２６年５月  庁内組織 「地域包括ケアシステム推進本部」設置 

本部長（１） 
健康福祉局を担任する副市長 

副本部長（３） 
健康福祉局長 建設局長 病院局長 

本部員（10） （太・斜め字は部会長） 

健康・高齢部長（介護・医療）       
保健所理事（予防）             
福祉サービス部長（生活支援）     
建築部長（住まい）  

企画財政部長  市民生活部長      
経済部長  道路部長  生涯学習部長 
医療センター事務局長 

部会員（21） 
包括ケアの５分野→住まい・予防・生
活支援・介護・医療の５部会を設置 
担当課は関連する複数部会に所属 
政策企画課長  財政課長 
自治振興課長  健康政策課長 
国民健康保険課長  高齢者福祉課長 
介護保険課長  包括支援課長 
地域保健課長  健康づくり課長 
保健予防課長  地域福祉課長 
障害福祉課長  生活支援課長 
商工振興課長  消費生活センター所長 
道路計画課長  住宅政策課長 
社会教育課長  生涯スポーツ課長 
医療センター総務課長 

推進本部の機能 

地域包括ケアシステム構築推進に係る
課題の抽出・解決策の提示→事業化へ 

事務局（室長ほか４名） 
健康政策課地域包括ケアシステム推進室 
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船橋市における地域包括ケアシステムの取り組み状況 

これまでの動き（在宅医療推進を含めて） 

平成２３年度   ・船橋市保健・医療・福祉問題懇談会で在宅医療をテーマに 
・在宅医療先進市である長崎市を視察 
・第５期介護保険事業計画策定（在宅医療推進を盛り込む） 

平成２４年度   ・船橋市地域在宅医療推進連絡協議会設置（多職種会議） 
・同協議会による在宅医療推進に係る中間とりまとめ 

・広報誌特集号発行２２０，０００部（画像有） 

・市民啓発用パンフレット「みんなでつくろう地域包括ケアシステム」
発行 ５，０００部→出前講座で使用（画像有） 

・第７期介護保険事業計画策定のための高齢者生活実態調査サ
ンプル数倍増（１０，０００⇒２０，０００）→５日常生活圏域・２４地区
コミュニティ比較 
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平成２５年度   ・船橋在宅医療ひまわりネットワーク設立 

平成２６年度   ・地域リハビリテーション支援拠点（リハビリセンター）設置 
・船橋市地域包括ケアシステム推進本部設置 
・第６期介護保険事業計画策定（２７年度からの新規事業創出） 

平成２７年度   ・在宅医療支援拠点（保健福祉センター内）設置 
・平成２７年１０月１日を起点とし、平成３７年４月１日の各種指標 
の見込みを算出（約１０年間見通しをまとめる） 

平成２８年度   



船橋市における地域包括ケアシステムの取り組み状況 
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「みんなシステムパンフ」
で検索してください！ 



パンフレット「みんなでつくろう地域包括ケアシステム」①イメージ図１ 
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パンフレット「みんなでつくろう地域包括ケアシステム」②イメージ図２ 
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パンフレット「みんなでつくろう地域包括ケアシステム」③コミュニティ人口推計 

平成３７年４月１日までの約１０年間で 
 
最も人口増 ⇒ 塚田地区（１１０．３） 
 
最も人口減 ⇒ 松が丘地区（８４．５） 
 

平成３７年４月１日時点で 
 
最も高齢化 ⇒ 松が丘地区（41.2％） 
 
最も若い    ⇒  坪井地区（16.0％） 
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かかりつけ医等の適切な管理のもと、自宅で必要な医療サービスを受け、
望む場所でやすらかに人生の最期を迎えることができることを目指します。 

希望をかなえる在宅医療を推進するまち 
 

パンフレット「みんなでつくろう地域包括ケアシステム」④医療分野の取組み 
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事業目的：在宅医療・介護に関する資源情報を活用した相談対応及びコーディネーションな 
     どの在宅医療・介護関係者及び市民への支援を主として担うほか、船橋在宅医療 
     ひまわりネットワークと連携し、船橋市における在宅医療・介護の連携の推進に 
     取り組む 
実施形態：一般社団法人船橋市医師会に運営業務を委託（委託料：23,507千円） 

事業目的：在宅療養患者の変化する情報を、医療・介護関係者がＩＣＴを活用して、在宅療 
     養患者の情報を一元化・共有化することにより、患者を中心とした医療・介護関 
     係者間の連携がより強化され、患者やその家族の生活を支える 
実施形態：民間の事業者が提供するシステムを契約により使用（使用料：3,240千円） 

事業目的：地域包括ケアシステムの核となる在宅医療の充実と医療・介護の連携を推進する 
     ために、多職種間での顔の見える連携づくり、人材の育成、在宅医療提供時にお 
     ける支援体制の検討等の活動を実施 
実施形態：船橋市を含む24団体により構成される任意団体が実施（交付金：3,000千円） 

船橋在宅医療ひまわりネットワーク 

船橋市在宅医療支援拠点 

医療・介護の講演会・相談会 

在宅医療・介護連携支援用患者情報共有ｼｽﾃﾑ（ICT） 

事業目的：在宅医療・介護に関する相談は、高齢者に限らず、障害を持った方や子育て中の 
     方等、対象が広く専門的な知識が必要であるため、在宅医療・介護に関する市民 
     からの医師等専門職が相談を受ける相談会を開催する 
実施形態：公益社団法人地域福祉・介護・医療推進機構に業務を委託（委託料：3,240千円） 

船橋市における在宅医療推進の取り組み状況（主要４事業） 

具
体
的
な
実
施
事
業 
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※金額は28年度執行額 



船橋市における在宅医療推進の取り組み状況（訪問等歯科事業） 

「かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所」「さざんか特殊歯科
診療所」の２つの歯科診療所を指定管理者制度で管理・運営
（指定管理者：公益社団法人船橋歯科医師会）２７．１０.１～ 

指定管理料：99,210千円（28年度） 
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   かかりつけ医等普及啓発事業            口腔保健支援事業 
 
 

船橋市における在宅医療推進の取り組み状況（啓発事業） 
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船橋市における地域包括ケアシステム構築の展望 

○ 船橋市は、これまで医療等に関する施策を、船橋
市医師会等とともに構築してきており、市夜間休日急
病診療所、市立医療センター、ドクターカーシステム、
市立リハビリテーション病院など地域医療が成り立っ
ている。 
 
○ 在宅医療も同様に、『希望をかなえる在宅医療を
推進するまち』を目指して、三師会をはじめとする多数
の医療・介護関係団体との協調の下、多職種連携の
ネットワーク化を図り推進していく。 
 
○ 在宅医療推進も含めて地域包括ケアシステムを構
築することは、高齢者のためのみならず、働く世代
をサポートするものであり、子ども達の人間性、
心を育むものである。 17 


