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千葉県

は
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に

千葉県では、健康増進法に基づく県の健康増進計画「健康ちば２１」を、平
成１３年度に策定しました。その後、平成１９年度に「自分らしく、いきいき
と暮らし続けるために、一人ひとりの健康力を育てよう」を基本理念に、健康
づくり・医療・福祉の連動を目指して計画を見直し、この計画に基づき、健康
づくり・生活習慣病対策を総合的に推進して参りました。
また、平成２０年度には、食育基本法に基づく食育推進計画として「元気な
『ちば』を作る『ちばの豊かな食卓づくり』計画－地域のちからで築こう『ち
ば型食生活』－」を策定し、大地と海の恵み豊かな「ちば」と、そこで育まれ
た食材・人・文化をいかした食育の推進に取り組んでおります。
健康づくりの取組を効果的に推進し、評価するためには、県民の健康・栄養
に関する現状等を正しく把握することが重要です。本県では５年毎に県民健
康・栄養調査を実施しており、このたび、平成２２年１１月に実施した調査の
結果を取りまとめました。
今後は、今回の調査結果を、県民一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らし
続けるための、ライフステージに応じた健康づくり施策にいかして参りたいと
考えております。
関係機関におきましても、本冊子が健康づくりの資料として幅広く活用され、
県民の健康づくりや食生活改善の一助となれば幸いです。
おわりに、この調査に御協力いただきました県民の皆様、関係者の方々に、
心より感謝申し上げます。

平成２４年３月

千葉県健康福祉部長

川島 貞夫
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