
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部健康づくり支援課 課長名 松本 芳昭 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

健康であることは、すべての人の願いであり、県民一人ひとりの幸福な人生を実現するための基本です。 

本県における平成12年の平均寿命は、男性が78.05歳、女性が84.51歳となっており、この35年間で男女ともに

約 10 年延びています。しかし、長寿化が進展する一方で、生活環境の変化等により食生活や生活習慣の乱れ、運動

不足やストレスからくる健康への悪影響が指摘されています。 

現実に、がん、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病は死因の60％を占めるまでになり、生活習慣病を原因として

認知症や寝たきりなどの要介護状態になってしまう人が増加しています。 

このため、県民が主体的に取り組む健康づくり運動の推進のための指針として策定した｢健康ちば 21｣を総合的に

推進し、疾病の発生そのものを予防する「一次予防」に重点を置いた施策を展開し、平均寿命をさらに延ばすととも

に、健康寿命（認知症や寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間）の延伸、生活の質の向上を目指します。

さらに、「健康づくりふるさと構想」に係る施策展開により一人ひとりの生活行動や健康状態に応じた健康づくり

プランを県民に提供します。 

２ 施策の概要 

施策名  県民の総合的な健康増進施策の推進 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ３

アクションプラン 
における位置付け 

 戦略1 産業クラスター戦略の推進による千葉県経済の活性化 
戦略2 観光立県千葉の実現 
戦略3 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確立 
戦略4 「健康づくりふるさと構想」の推進 
戦略5 安全・安心な生活空間づくり 
戦略6 みんなでつくる新しい地域社会 

 施策9 自らつくる健康と安心を育む医療 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
健康ちば２１ 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

平均寿命の延伸 

（全国順位）       

    

 

 

千葉県男性 78.05歳

（11位）

千葉県女性 84.51歳

（32位）

全国男性の12位 

78.03歳

全国女性の12位 

85.09歳

（12年）

12年より延伸を目指

します。 

（18年） 

 全国の上位 4 分の 

1 位（12 位）の平均

寿命を目指します。 

男性は 

維持します。 

女性は 

85.09 歳を目指しま

す。 

（22年） 

※平成18年度は調査

を行っていません。 
―

65歳時の平均自立期間の延伸   

 

 

男性 14.09年 

女性 16.86年 

（13年 3月）

13 年より延伸を目指

します。 

（18年度） 

延伸を目指します。 

（22年度） 

※18 年度の数値は、

19年12月頃に判明し

ます。 

―

自分で健康だと感じている人の割合の

増加 

 

43.3％ 

（12年度）

毎年度増加を目指し

ます。  （18年度） 

増加を目指します。 

（22年度） 

70.2％（17年度） 

※平成18年度は調査

を行っていません。 

―



日頃から日常生活の中で、健康の維持・

増進のために意識的に体を動かすなど

の運動をしている人の割合 

男性 64.2％ 

女性 63.2％ 

(12年)

向上を目指します 

（18年度） 

男女とも74％以上 

 (22年度) 

男性 64.5％ 

女性 65.0％ 

(17年) 

※調査は隔年で実施

しており18年度は実

施しておりません。 

―

成人の肥満者（BMI≧25.0）の割合 20～60歳代男性 

30.2％ 

40～60歳代女性 

22.1％ 

(12年)

低下を目指します 

（18年度） 

20～60歳代男性 

20％以下 

40～60歳代女性 

17％以下 

(22年度) 

20～60歳代男性 

26.1％ 

40～60歳代女性 

23.9％ 

(17年)

※平成18年度は調査

を行っていません。 

―

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

社会、経済の動向や県民ニーズの変化により目標の達成に影響があることから、各施策を

固定的なものとはせず、変化する社会経済情勢等を見据えながら、必要に応じて見直し修正を

加えていく必要があります。 

特に、県民一人ひとりの生活行動や健康状態に応じた健康づくりを効果的に推進するに

あたっては、市町村、保健医療関係団体、大学、民間企業などの主体的な取組と協働が重要

です。 

これらの組織が役割を持って支援、協力していくことが施策目標の達成を促進します。 

目標の 

達成状況総括 

・県民の総合的な健康増進施策の推進の実現に向け概ね順調に進んでいます。 

 県の取組については、地域リハビリテーション支援センターの設置、中高年の自殺予防対策

の推進、メタボリックシンドロームの全国に先駆けたモデル事業の実施、女性のための健康支

援、健康生活コーディネート事業などで、一定の成果を上げることができました。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

1,565,385 1,600,488 
金額

1,488,329 1,471,517 

14.0 12.0 
Ⅰ 

（健康づくりの推進） 

 健康を増進し疾病の発生そのものを予防する「一次予防」

に重点を置き、生活習慣病の早期発見、禁煙・分煙対策の推

進、地域リハビリテーション支援体制整備の推進、老人保健

事業の市町村支援、口腔保健対策事業等を行います。 
人員

14.0 12.0 

24,852 86,006 
金額

24,284 48,104 

4.0 5.0 

Ⅱ 

（総合的な女性の健康支援の推進） 

 女性の健康支援を総合的・体系的に推進するため、健康福

祉センターにおける健康相談、保健医療関係者等を対象とし

た研修会等を実施し、女性医療の質の向上に努めるとともに、

地域における支援ネットワークの構築を進めます。 

 また、女性の健康に関するデータの収集及び分析し性差を

踏まえた保健医療施策を推進します。 

 さらに、｢健康ちば２１｣の中間評価を完了し、新しい「健

康ちば２１｣を策定します。 

 加えて、広域的な地域・職域連携を図り、地域の実情に応

じた継続的な保健サービスの提供・健康管理体制を整備・構

築するため、地域・職域連携推進協議会を設置します。 

人員
4.0 5.0 

363,812 256,172 
金額

177,089 155,440 

Ⅲ （「健康づくりふるさと構想」の推進） 

モデル事業から得られた事業の効果を広く周知することな

どにより参加市町村の増加を促し、健康生活コーディネート
人員 11.0 12.0 



プログラムの参加者の拡大を図り、生活習慣病や寝たきり予

防に努め、地域社会の活力の向上に努めます。 

また本事業を全県的に広げていくため、民間をも巻き込ん

だ事業展開を図るとともに元気な中高年齢者ばかりでなく、

要支援・要介護（軽度）者や生活習慣病のリスクが高い方等

を対象とした健康づくりを推進します。 

さらに、県民の多様な健康ニーズに対応するため、新たな

健康サービスの事業化を促進します。 

11.0 12.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

地域リハビリテーション支援セン

ター数 

６か所

（１６年度）

９か所 

(１８年度) 

９か所

(１８年度)
Ａ

地域リハビリテーション支援セン

ターが行う研修回数 

２２回

（１６年度）

２５回 

（１８年度） 

２９回

（１８年度）
Ａ

地域リハビリテーション支援セン

ターが行う訪問指導回数 

２６回

（１６年度）

３０回 

（１８年度） 

１７回

（１８年度）
Ｂ

基本健康診査受診者数 
５７５千人

（１５年度）

５８０千人 

（１８年度） 

５９１千人

（１８年度）
ＡⅠ 

喫煙者数 

男性 ４３.５％

女性 １２.３％

（１２年度）

１２年度より減少を

目指します。 

（１８年度） 

男性３５.１％以下 

女性 ９.７％以下 

（２２年度） 

男性 ３３,６％

女性 １１,１％

（１７年度） 

※調査は隔年で実施

しており 18 年度は実

施しておりません。 

―

女性のための健康相談 
１,１９７人

（１６年度）

１,５００人 

（１８年度） 

１，３９３人

（１８年度）
Ｂ

保健医療従事者の研修受講者数 
９５０人

（１６年度）

９５０人 

（１８年度） 

５４０人

（１８年度）
Ｃ

女性のための健康教室 
５,０１５人

（１６年度）

５,５００人 

（１８年度） 

３，１６３人

（１８年度）
Ｃ

Ⅱ 

性差を踏まえた保健医療施策推進

のための基礎データの収集分析 

３調査

（１６年度）

２調査 

（１８年度） 

２調査

（１８年度）
Ａ

健康生活コーディネートプログラ

ム参加者数 

５０７人

（１６年度）

 ５，０００人 
(１８年度) 

１０，０００人 
（１９年度） 

３，０６９人

(１８年度) 
Ｂ

Ⅲ 

健康生活コーディネーターの育成

数（累計） 

９７人

(１７年度)

２００人 

(１８年度) 

５００人 

(１９年度) 

１４４人

(１８年度)

 

Ｂ

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 健康づくりの推進 

 個人が主体的に取り組む健康づくりに向けて、健康づくり･栄養・口腔保健に関する情報の提供、市町

村が行う基本健康診査や歯周疾患検診など老人保健事業の補助・評価、保健専門家を対象とした各種研

修会、受動喫煙防止対策、がん対策事業、中高年の自殺予防対策推進事業及び地域リハビリテーション

支援体制整備推進事業などを実施しました。県民一人ひとりの健康増進意識の向上を図るために、運動･

栄養･休養に関する指導、受動喫煙防止対策や中高年の自殺予防対策の推進などを図る必要があります。

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

 性差、年代、一人ひとりの健康課題に応じた適切な保健医療を提供するため、疫学調査により基礎デ

ータを収集・分析するとともに新しい課題に対する調査の検討をする必要があります。 

 また、女性専用外来における患者の満足度や外来の運営状況等の調査を通して評価を行い、今後の女

性専用外来の質的向上を図る必要があります。 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

県民一人ひとりの健康状態や生活習慣に合わせた健康づくりを推進し、県民の健康度の向上を図るた

め、平成１６年度に健康生活コーディネートプログラムを開発しました。今後は、できるだけ多くの県

民に質の高い健康づくり環境を提供していくため、健康生活コーディネートプログラムについて、地域

の状況に応じた実施市町村の拡大や民間事業者と連携した事業展開を図っていく必要があります。 

また、元気な中高年齢者だけではなく、要支援・要介護（軽度）者や生活習慣病のリスクの高い者を

対象とした健康づくりの推進を図る必要があります。 

さらには、健康志向の高まりを背景とする、県民の多様な健康づくりに対するニーズに応える新たな健

康サービス産業の振興を図っていく必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 健康づくりの推進 

今後も、健康に関する関心は高まりをみせることから、県民一人ひとりが自分自身の問題として取り

組むことができるよう、運動･栄養･休養に関する指導、受動喫煙防止対策や中高年の自殺予防対策の推

進などを図ります。 

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

 疫学調査により基礎データの収集・分析を継続するとともに、女性専用外来評価結果を踏まえ性差に

基づいた保健医療に関する具体的施策に反映します。 

 また、地域の特性に応じた総合的な健康支援ができるよう市町村の体制づくりを推進します。 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

「健康生活コーディネート事業」でモデルを示した健康政策「健康生活コーディネート」を県民の健

康づくりの仕組みの一つとして定着させるため、市町村事業への支援や民間事業者等（社会福祉法人、

フィットネスクラブ、ＮＰＯ法人など）と連携した事業展開を図ります。 

また、健常者から要介護者まで一貫した健康づくりシステムや健康診断と健康づくりの連携による新

たな生活習慣病予防モデルの構築等医療・福祉と一体となった健康づくりを推進します。 

さらには、県民の多様な健康ニーズに応える魅力ある健康サービスの創出に向けて、森林、園芸、海

洋、動物、観光等、地域の様々な資源を活用した健康増進プログラムの研究・開発を行います。 

昨年度との 

主な変更点 

・改善点 

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

１７年度に行った女性専用外来評価事業による結果を踏まえて、女性専用外来の充実と質的向上を図

ります。 

また、｢健康ちば２１｣の中間評価を完了し、新しい「健康ちば２１｣を策定します。 

さらに、広域的な地域・職域連携を図り、地域の実情に応じた継続的な保健サービスの提供・健康管

理体制を整備・構築するため、地域・職域連携推進協議会を設置します。 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進） 

健康政策「健康生活コーディネート」の全県に普及に向けての市町村への新たな支援事業を創設しま

す。 

また、生活習慣病のリスクが高いとされた人が、確実に生活習慣の改善に結びつく健康づくりシステ

ムの構築に向け、健康診断と健康づくりの連携による生活習慣病予防モデルを開発します。 

さらに、森林、園芸、海洋、動物等、地域の様々な資源を活用した健康増進プログラムの研究・開発

を行います。 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

・摂食機能の発達支援啓発用リーフレットの

作成 

・禁煙週間における啓発 

・禁煙相談事業の実施（通年） 

・在宅緩和ケア医療情報提供体制整備事業の

実施 

・若年者のための「食と健康教室」開催 

（～3月）

・相談・外来担当医師等研修会の開催 

・調査データの収集、公表（随時） 

・疫学調査会議（仮称）の開催 

・地域・職域連携推進協議会の設置 

４月 

～６月 

・事業検討委員会開催 

・健康生活コーディネーター育成研修 

・産学官連携健康づくり推進事業公募 

・市町村モデル・民間展開モデル等進行管理

４月 

～６月

・禁煙週間における啓発（5/31～6/6） 

・若者のための「食と健康教室」の開催 

           （6月～19年 3月） 

 

・第１回保健医療従事者研修会の開催 

・調査データの収集（基本健診データ収集事業・

通年） 

・｢健康ちば２１｣の見直しのためのミニタウン

ミーティング開催 

 

・産学官連携健康づくり推進事業公募 

・健康生活コーディネーター育成研修 

・市町村モデル・民間展開モデル進行管理 

・介護予防モデル実証試験 

・高度化推進事業実施市町村等決定 

・Ｈ１７年度産学官連携健康づくり推進事業発表

 会 

・地域リハビリテーション協議会の開催 

・禁煙指導者研修会の実施 

・市町村歯科担当者研修会の開催 

・食育指導者研修会の開催（～3月） 

・保健医療従事者研修会の開催 

・疫学調査会議（仮称）の開催 

・｢健康ちば２１｣の中間評価の完了 

７月 

～９月 

・事業検討委員会開催 

・健康生活コーディネーター育成研修 

・生活習慣病予防モデル事業者等公募選定 

・地域資源活用健康療法事業者等公募選定 

・産学官連携健康づくり推進事業開始 

・市町村モデル・民間展開モデル等進行管理

７月 

～９月

・千葉県たばこ対策連絡協議会（7/13） 

・地域リハビリテーション協議会の開催（9月）

・市町村歯科保健担当者研修会 

・食育指導者研修会（7月～19年 3月） 

 

・第２回保健医療従事者研修会の開催 

・女性の健康支援事業担当者会議の開催 

・おたっしゃ調査進捗状況の公表 

・｢健康ちば２１｣の見直しのためのミニタウン

ミーティング開催 

 

・産学官連携健康づくり推進事業の７事業選定及

び進行管理 

・健康生活コーディネーター育成研修 

・市町村モデル・民間展開モデル進行管理 

・介護予防モデル実証試験 

・高度化推進事業実施市町村等支援 

・心の健康づくり県民フォーラムの開催 

・受動喫煙防止施設管理者講習会の実施 

・健康ちば２１推進県民大会の開催 

・保健医療従事者研修会の開催 

10月 

～12月 

・事業検討委員会開催 

・生活習慣病予防モデル実証試験開始 

・地域資源活用健康療法調査開始 

・産学官連携健康づくり推進事業進行管理 

・市町村モデル・民間展開モデル等進行管理

10月 

～12月

・禁煙指導者講習会（11/1） 

・自殺予防対策県民フォーラムの開催（12/1） 

 

・「健康ちば２１推進県民大会」の開催 

・第３回保健医療従事者研修会の開催 

・｢健康ちば２１｣の見直しのためのミニタウン

ミーティング開催 

 

・市町村モデル・民間展開モデル進行管理 

・介護予防モデル実証試験 

・高度化推進事業実施市町村等支援 



 

・地域リハビリテーション協議会の開催 

・禁煙指導者研修会の実施 

・保育所保育士歯科研修会の開催 

・栄養改善・健康づくり事業担当者研修会の

開催 

・性差を考慮した保健医療シンポジウムの開

催 

・疫学調査会議（仮称）の開催 

１月 

～３月 

・事業検討委員会開催 

・生活習慣病予防モデル実証試験進行管理 

・地域資源活用健康療法調査進行管理 

・産学官連携健康づくり推進事業進行管理 

・市町村モデル・民間展開モデル等進行管理

１月 

～３月

・地域リハビリテーション協議会の開催（３月）

・千葉県民禁煙推進大会（2/3） 

・受動喫煙防止対策のためのパンフレットの作成

・保育所保育士歯科研修会の開催（4回） 

・栄養改善・健康づくり事業担当者研修会の開催

（2月） 

 

・第４回保健医療従事者研修会の開催 

・女性の健康支援事業担当者会議の開催 

・一人ひとりの健康づくりを考える県民フォー

ラムの開催 

・調査データの収集（おたっしゃ調査） 

・｢健康ちば２１｣の中間評価の完了 

・保健医療従事者研修会の開催 

 

・管理運営委員会設置、開催 

・市町村モデル・民間展開モデル進行管理 

・高度化推進事業実施市町村等支援 

・介護予防モデル評価会議開催 

・産学官連携健康づくり推進事業の結果報告書 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 健康づくりの推進 

健康づくり･栄養・口腔保健に関する情報の提供、市町村が行う基本健康診査や歯周疾患検診な

ど老人保健事業の補助、各種研修会の開催、受動喫煙防止対策及び、地域リハビリテーション整備

推進事業などを実施することにより、個人が主体的に取り組む健康づくりを支援しました。 

また、平成１７年度から新たに実施した「中高年の自殺予防対策事業」として、フォーラムの開

催による県民・企業への啓発、一般診療科医師や保健医療関係者に対する研修等を実施し、充実を

図りました。 

 

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

疫学調査により基礎データの収集・分析を継続するとともに、女性外来担当者の研修会等におい

て平成 17 年度に実施した女性専用外来評価結果をフィードバックするなど、性差に基づく保健医

療を推進しました。 

また、｢健康ちば２１｣の中間評価を完了するとともに、新たな健康増進計画策定については、

ミニタウンミーティングの意見及び中間評価を基に、骨子案の検討を進めました。 

 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

「健康生活コーディネート事業」でモデルを示した健康政策「健康生活コーディネート」を県民

の健康づくりの仕組みの1つとして定着させるため、市町村等が実施する健康づくり事業について、

科学的な手法の向上を図るための総合的な支援を行うとともに、フィットネスクラブや医療法人な

どの民間事業者によるモデル事業を実施し、その結果を踏まえて、民間展開に当たっての課題等に

ついて検討を行いました。 

また、介護予防事業への健康生活コーディネートプログラムの活用可能性を検証するため、介護

が必要になるおそれのある高齢者等を対象とする介護予防モデル事業を実施し、効果や安全性を検

証しました。 

さらに、多様な健康ニーズに応える魅力ある健康サービスの創出に向けて、産学官連携による新

たな健康づくりモデルの創出や、森林・海洋・動物等の地域資源を活用した健康増進プログラム等

について、事業者を公募・選定し調査研究を実施しました。 



特記事項 

Ⅰ 健康づくりの推進 

メタボリックシンドロームの概念に基づく健診･保健指導のモデル事業を３町、１企業保険組合

で実施し、効果的・効率的な健診・保健指導のあり方についての検証や国が提示する「健診・保健

指導プログラム」の実証を行いました。また、健康生活コーディネートプログラムを活用した保健

指導についての検証も併せて実施しました。 

メタボリックシンドロームの全国に先駆けたモデル事業の実施は、平成２０年度にスタートする

新しい生活習慣病対策の推進への貢献度は大きいと考えられます。 

 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

千葉県が全国に先駆けて推進する新しい健康政策「健康生活コーディネート」の全県への普及と定

着化に向けて、市町村等の健康づくり事業に対する新たな支援事業を実施した結果、健康生活コーデ

ィネートプログラム活用団体が増加するとともに、市町村等の健康づくり事業の企画運営から評価分

析まで総合的な技術の高度化を図ることができました。 

また、健康づくりふるさと構想の推進を担う人材「健康生活コーディネーター」の育成研修に、

新たにｅラーニング研修を導入し、専門的な人材の確保に向けた研修機会の拡大を図りました。 

残された 

課題 

Ⅰ 健康づくりの推進 

 生活習慣改善のため、運動・栄養・休養、禁煙等の重要性について、さらに普及・啓発を図ると

ともに、県民一人ひとりが自分の健康については自分が主役なのだという認識を持ち、県民が自ら

つくる健康づくりのための支援体制の整備が重要です。 

また、平成２０年度からメタボリックシンドロームの概念を導入した特定健診・特定保健指導が

医療保険者に義務づけられたことから、新制度への移行が円滑にできるよう市町村等に対しての積

極的な支援が必要です。 

 さらに、自殺予防対策として、こころの健康問題の早期発見・早期治療のための体制づくりを行

うとともに、関係機関・団体との連携を図るなどの総合的な対策が重要です。 

 

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

新たな健康増進計画策定については、ミニタウンミーティングの意見及び中間評価を基に、骨子

案の検討を進めましたが、計画策定までには至らず未策定のため、１９年中に策定する必要があり

ます。 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

「健康生活コーディネート事業」でモデルを示した健康政策「健康生活コーディネート」を県 

民の健康づくりの仕組みの1つとして定着させるとともに、平成20年度からの医療制度改革を見

据えた事業展開を推進するため、医療保険者（市町村・健康保険組合等）が実施する健康づくり

施策・事業への「健康生活コーディネートプログラム」の活用促進を図るとともに、生活習慣病

治療への「健康生活コーディネートプログラム」の活用について医療機関と連携した検証を行う

など、健診・医療と一体となった健康づくりシステムの構築を目指す必要があります。 

さらに、県民の多様な健康ニーズに応えるために、既に進められている森林を活用した健康増進

プログラムの開発だけでなく、千葉県に存する自然や施設等の地域資源を、健康づくりに活用する

ことが求められます。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 健康づくりの推進 

 健康を増進し疾病の発生そのものを予防する「一次予防」に重点を置き、生活習慣病の早期発見、

がん対策、自殺予防対策、禁煙・分煙対策の推進、地域リハビリテーション支援体制整備の推進、

老人保健事業の市町村支援、及び口腔保健対策事業等に引き続き取り組みます。 

また、新たな特定健診・保健指導に実施に向けた市町村等の体制づくりを推進するため、アウト

ソーシングのモデル事業を実施し、具体的なアウトソーシングを活用した保健指導の進め方やその

事例を提示することにより、県内の市町村等医療保険者における保健指導の円滑な導入を支援しま

す。併せて、保健指導の中核となる保健師・管理栄養士等の育成などに取り組み、保健指導の環境

整備を図ります。 

さらに、自殺対策として、こころの健康問題の早期発見・早期治療のための体制づくりを行うと



ともに、関係機関・団体との連携として、一般診療科医師と精神科医師とのネットワークづくりの

一環として、県医師会に委託して地区医師会単位のうつ病に対する研修の実施など総合的な対策を

推進します。 

Ⅱ 総合的な女性の健康支援の推進 

地域における健康づくり・医療・福祉の連携を十分に図り、「地域福祉支援計画」、「健康ちば

２１」、「保健医療計画」と連動し、全国初の試みとして、３計画の共同作業として、ミニタウンミ

ーティングを実施し、総合的な県民の意見・提案をそれぞれの施策・計画に反映し、健康づくり、

医療そして福祉が連動する地域社会づくりを進めることとし、１９年度中に新たな健康増進計画を

策定します。 

Ⅲ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

健康政策「健康生活コーディネート」を県民の健康づくりの仕組みの1つとして定着させるため、

市町村等が実施する健康づくり事業への「健康生活コーディネートプログラム」の活用を支援しま

す。 

また、健診・医療と一体となった健康づくりシステムの構築を目指し、一般診療所での生活習

慣病治療に、健康生活コーディネートプログラム（在宅型）を用いた生活改善支援を取り入れる

ことにより、生活習慣病治療へのプログラムの有効性や医療への活用可能性を検証する新たなモ

デル事業を実施します。 

さらに、県民の多様な健康ニーズに応える魅力ある健康サービスの創出に向けて、千葉県の持つ

自然や施設等の多様な地域資源を活用した健康増進プログラムの開発、科学的根拠に基づく新たな

健康づくりモデルや健康サービスの創出を支援し、その普及を促進することにより、県民の健康度

の向上と地域産業の活性化を図ります。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

疾病そのものを予防する一次予防に重点を置き、健康づくりの推進に努めること。 

 また、自殺予防対策については、関係機関や団体とも連携し、総合的な対策を推進すること。 

 


