
施策の達成状況が昨年度と比較して評価区分が変更となった施策の理由等について

部名 課名 施策名
平成21年度
達成状況

参考
平成20年度
達成状況

評価区分変更の理由（成果・問題点等）

健康福祉部
健康福祉政策課
（１）

健康福祉施策・健康危
機管理施策の企画・立
案・展開及び総合調
整、内部管理事務

A B

　各種施策について、着実にすすめてきたところですが、その成果を総括的にあらわす上位指標で
ある「県政に関する世論調査」における「住み慣れた地域で安心して受診できる医療体制にあると
感じている人の割合」が41.4%から46.4%、「ありのままの姿で、地域において明るく楽しく生活してい
ると感じている人の割合」が56.9%から58.4%に、それぞれ20年度から21年度にかけてアップしたた
め、「Ａ」評価としました。

健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉の円滑な推進 B A
　５つの施策展開のうち、「新たな地域社会づくりの推進」及び「旧軍人・遺族・被爆者等援護対策の
推進」の２つの柱の上位成果指標においてＢ評価となっており、中間成果指標においても、「地域福
祉フォーラム設置数」等がＣ評価であったため、「Ｂ」評価としました。

健康福祉部 疾病対策課
アレルギー・難病・感染
症などの疾病対策の推
進

B A
　アレルギー電話相談件数が、20年度から21年度にかけて、520件から439件と減少したため「B」評
価としました。今後も周知方法等について工夫していきます。

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉の推進 A B
　平成２１年度・「第３８回県政に関する世論調査」結果によれば、お年寄りが安心して暮らせる高
齢者対策についての『満足の割合』が、前年度の８．６％から１１．８％に増加するとともに、『不満の
割合』は前年度の４６．７％から４０．８％と大きく減少したことから、評価を「Ａ」としました。

健康福祉部 医療整備課

医療における質の確
保、体制の整備及び人
材の確保、自治体病院
の支援及び県立保健
医療大学の施設・設備
整備

A B

　現在提供されている医療の質の確保を図るとともに、体制の整備及び人材の確保、自治体病院
の支援などに取り組み、県民が安心して暮らせるよう、千葉県における医療提供体制の充実を図る
こととしているところですが、その成果を総括的にあらわす上位指標である「住み慣れた地域で安
心して受診できる医療体制にあると感じている県民の割合」が「A」評価となったこと、また中間成果
指標の達成状況もおおむね「A」評価であったことから、全体的な課の評価を「A」としました。
また、平成21年度には、地域医療が抱える課題を解決するために、「地域医療再生プログラム」を
策定し、さらに医療提供体制の充実が図られるよう検討・協議、早期の実施を図っていくこととした
ところです。

健康福祉部 衛生指導課
生活衛生対策の推進と
安全確保 B A

　環境衛生指導事業の推進において、室内空気環境の測定依頼件数が、１８件と少ないのは、ハ
ウスメーカーなど建設業界が化学物質の使用を抑えた建設資材の使用を積極的に進めてきたこと
による効果が、現れてきている結果と考えられます。
　動物愛護管理事業の推進において、新しい飼い主にもらわれた犬・ねこの頭数を増やすには、譲
渡手続きを簡略化する等新たな譲渡方法について検討する必要があると考えます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
施策展開の柱の上位成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増進
施策の推進

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

健康福祉センター主催の
健康教室参加者

１，９４４人
（平成19年度）

２，０００人
（平成21年度）

６２５人
（平成21年度）

　健康教室は、企画実施回数が減少したことによ
り参加者数は減少しています。
　性差を考慮した保健医療の視点から、県民一人
ひとりが健康の自己管理能力の向上できるよう、
県民が参加する機会を増やすよう企画・実施して
いく必要があります。

　広く県民に周知できるよう広報手段・方法を検討
します。

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増進
施策の推進

Ⅴ　がん対策の推進 がん検診受診率

胃がん　３９．５％
肺がん　４５．３％
大腸がん３７．２％
乳がん　３６．２％
子宮がん３５．４％
（平成19年度）

胃がん　４３．７％
肺がん　４７．２％
大腸がん４２．３％
乳がん　４１．７％
子宮がん４１．２％
（平成21年度）

胃がん　４１．６％
肺がん　４５．７％
大腸がん３４．９％
乳がん　３７．２％
子宮がん３４．１％
（平成21年度）

　がん検診の受診率を平成２４年度までに、５０％
以上とする目標があり、この目標を達成するため
には、今後とも市町村や民間企業等と協力して、
がん検診の普及啓発に努めるとともに、育成した
がん検診推進員に各地域で声かけ運動を行っても
らうことが必要です。

　がん検診の受診率向上のために、引き続き、市
町村や民間企業等と連携した啓発活動を行いま
す。また、新たにがん検診推進員を育成し、各地
域で声かけ運動を行っていきます。

健康福祉部 疾病対策課
アレルギー・難病・感染症
などの疾病対策の推進

Ⅰ　アレルギー対策の推
進

アレルギー電話相談件数
の増加

５２０
（２０年度）

５２５
（２１年度）

４３９
（２１年度）

　アレルギー電話相談件数については、21年度は
減少しており、今後周知方法等について工夫が必
要と思われます。
　今年度は実態把握が充分できなかったので、今
後各分野からの基礎資料を収集するなど実態把
握に努める必要があります。

　関係機関の連携強化及び施策策定のためにア
レルギー対策協議会を早期に開催します。

健康福祉部 児童家庭課
次世代育成支援対策の
推進

Ⅰ　子どもと子育て家庭を
みんなで支えるために

子どもを生み育てやすい
と感じる家庭の割合

17%
（20年度）

50%
（21年度）

19.6%
（21年度）

　市町村が実施する健診を利用し、１歳６か月児ま
たは３歳児を養育中の保護者を対象としたアン
ケート調査の結果、「子育てに関して負担感を持つ
保護者の割合」について、「辛いと感じる」は2.1％、
「子育てについて気軽に相談できる人がいる保護
者」について、「相談相手がいない」は1.8％と、近
い数値が出ています。
　地域における子育て家庭に対する育児支援が必
要であることを示した結果となっています。

　地域のすべての子育て家庭の交流の場づくり促
進のため、市町村と協力して地域のすべての子育
て家庭に対する支援について積極的に取り組んで
いきます。

健康福祉部 保険指導課 保険事業の円滑な推進
Ⅱ　保険医療機関等の指
導と後期高齢者医療制度
の適正な運営指導

保険診療の質的向上
後期高齢者医療制度の
適正な運営

保険医療機関等の
指導、広域連合・
市町村への助言を
行っています。
（１９年度）

保険医療機関等の
指導、広域連合・
市町村への助言を
行います。
（２１年度）

後期高齢者医療広
域連合・市町村へ
の助言は行いませ
んでした。（２１年
度）

　広域連合や市町村に対する助言に関し、国から
の技術的助言の内容が平成20年度には示され
ず、平成21年末に示されたことから、広域連合や
市町村に対する実地や書面での助言は行いませ
んでした。後期高齢者医療制度を円滑に運営する
ための助言は、適宜行いました。

　平成21年末に国から示された技術的助言を踏ま
え、後期高齢者医療制度が安定的に運営されるよ
う運営主体である後期高齢者医療広域連合や市
町村に対して支援・助言を行っていきます。また、
制度が十分理解されるよう各種関係機関と協力
し、さまざまな媒体により広報、周知を行います。

健康福祉部 薬務課 薬事衛生の向上
Ⅰ　薬事関係対策事業の
推進

医薬品等製造業・製造販
売業（薬局製造業・製造
販売業は除く）、薬局及び
医薬品販売業における薬
事法違反発見率

25.4％
（19年度）

10％（21年度）
8％（27年度）

％：違反施設数/立
入施設数

19.5%
（21年度）

　医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保の
ためには、薬事法の周知を図り違反施設をなくす
ことが重要ですが、違反発見率（立入施設に対す
る違反施設の割合）は、医薬品等製造業・製造販
売業では0.4%、薬局及び医薬品販売業では20.3%
でした。

　医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保の
ために、違反業者に対しては厳正に対処するとと
もに違反施設に対する改善状況の確認及び精度
の高い監視指導に取り組みます。また、違反率の
高い薬局及び医薬品販売業については講習会等
を活用し薬事法の周知徹底を図ります。

健康福祉部 衛生指導課
生活衛生対策の推進と安
全確保

Ⅱ　環境衛生指導事業の
推進

環境衛生施設の監視率
４９．８％
(19年度)

６０．０％
(21年度)

４６．１％
（21年度）

　目標を達成できなかった要因として、昨年度は全
国で新型インフルエンザの流行により、保健所の
業務として県民からの電話相談や感染拡大の防
止対応を優先したことが考えられます。

　業種別の監視から地区ごとの監視に変更するな
ど、効率の良い監視指導を検討します。理美容所
やクリーニング所は施設数が多く、監視を補完す
るため、同業組合の総会等を活用し衛生講習会を
おこない、衛生水準の維持確保を図ります。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅰ　新しい地域社会づくり
の推進

地域福祉フォーラム設置
数

７８箇所
(１９年度)

４００箇所
(２１年度)

218箇所
（22年3月）

　地域福祉フォーラムは２０年度と比較し増えてき
ています。フォーラムは地域住民や様々な分野の
方たちが、地域の課題を共有し、その解決に向け
て取り組む継続的な組織です。住民等が主体と
なって継続的に活動を行っていくには、住民等の
充分な理解と機運の高まりが必要であり、そのた
めの地域の合意形成に時間を要し、計画に比べ設
置数が少なくなっています。

　地域福祉フォーラムは地域住民の理解の基に設
置されることが重要であるので、県社会福祉協議
会や市町村と連携を図り、各地域の市町村及び地
区社会福祉協議会等へ働きかけを強化していきま
す。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅰ　新しい地域社会づくり
の推進

あなたに合わせた支援事
業所数

２３３箇所
(１９年度)

４００箇所
(２１年度)

262箇所
(22年3月)

　あなたに合わせた支援とは、地域で生活するた
めに必要な介護保険等制度サービス以外の福祉
サービスであり、有償だけではなく様々な形態で
サービスの提供が行われています。しかし区域や
事業所数の把握が難しく、計画に比べ箇所数が少
なくなっています。

　あなたに合わせた支援事業所については、埋も
れている事業者の掘り起し、新たな事業所の設置
支援等を推進するとともに、事業所の調査に工夫
をして実態を把握していきます。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進 Ⅲ　低所得者対策の促進
法施行事務監査における
被保護者世帯に対する検
討ケースの割合

５．７％
（２０年度）

割合を高める
（２１年度）

４．４％
（２１年度）

　被保護世帯の急増に加え、雇用対策等の新たな
業務の増加により監査の人員を十分に確保でき
ず、検討ケースの割合が前年度を下回りました。

　生活保護行政が、適正かつ効率的に実施される
よう「生活保護法施行事務監査実施要綱」に基づく
監査等を通じて、保護の適正実施を推進していき
ます。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅴ　厚生統計及び健康・
福祉情報の発信

ちばウェルナビのアクセ
ス件数

２２，５００件
（２０年度）

２３，０００件
（２１年度）

２０，６００件
（２１年度）

　アクセス件数が目標を下回っている理由の一つ
に県庁トップページにある「ちば・ウェルナビ」が広
く県民に周知されていないことが考えられます。
　ちば・ウェルナビ（社会福祉施設等総合情報提供
システム）の各福祉施設等の最新の施設情報が一
部更新されていないこともアクセス件数減の一つ
になっていることが考えられます。

　引き続き最新の情報提供に努めるとともに、「健
康福祉・情報の森」、「ちばウェルナビ」を関係課・
健康福祉センター等のホームページ上の掲載など
積極的にアピールし、周知に努めます。
　関係課を通じ各福祉施設等の管理者に対し、各
福祉施設等の最新の情報を「ちば・ウェルナビ」へ
登録、更新を行うよう要請します。

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増
進施策の推進

Ⅰ　健康ちば２１の推進
健康ちば推進県民大会
の参加者

３５０人
(平成19年度)

４５０人
（平成21年度）

２００人
（平成21年度）

　「健康ちば推進県民大会」の参加者が減少した
要因は、大会実施に関する県民への周知不足が
考えられます。
　今後も、県民全体に、健康づくりの重要性につい
て、広く普及・啓発を行っていくとともに大会のPRを
図る必要があります。

　健康ちば２１の内容については、冊子、パンフ
レット、ホームページ等で県民への普及・啓発を図
るとともに、「健康ちば推進県民大会」においても、
「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」という基本理念を広く周
知していきます。

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増
進施策の推進

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

女性のための健康相談
利用者数

１，２１２人
（平成19年度）

１，３００人
（平成21年度）

８３０人
（平成21年度）

　相談事業は、広報等をすると相談者が増えること
から、今後は県民の目に広く届く広報手段を検討
する必要があり、健康教室は、企画実施回数が減
少したことにより参加者数は減少しています。性差
を考慮した保健医療の視点から、県民一人ひとり
が健康の自己管理能力の向上できるよう、県民が
参加する機会を増やすよう企画・実施していく必要
があります。

　広く県民に周知できるよう広報手段・方法を検討
します。

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増
進施策の推進

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

男性のこころと身体の健
康相談利用者数

１２４人
（平成19年度）

３５０人
（平成21年度）

１６９人
（平成21年度）

　相談事業は、広報等をすると相談者が増えること
から、今後は県民の目に広く届く広報手段を検討
する必要があり、健康教室は、企画実施回数が減
少したことにより参加者数は減少しています。性差
を考慮した保健医療の視点から、県民一人ひとり
が健康の自己管理能力の向上できるよう、県民が
参加する機会を増やすよう企画・実施していく必要
があります。

　広く県民に周知できるよう広報手段・方法を検討
します。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増
進施策の推進

Ⅴ　がん対策の推進 喫煙率
男性　３４．８％
女性　１０．８％
（平成19年度）

減少を目指しま
す。

男性　３１％以下
女性　　８％以下
（平成21年度）

男性　２９．６％
女性　１１．２％
（平成21年度）

　本県の喫煙率を男女別に見ると、男性では平成
12年度の43.5％に比べ平成21年度は29.6％と減少
しているのに比べ、女性では、12年度の12.3％に
対し、平成21年度は11.2％と漸減しているものの、
全体に横ばい傾向にあり、この状況は全国も同様
です。
　また、女性の喫煙率は、昭和60年代までは高齢
者ほど高い傾向であったが、現在は逆転し、若い
層の喫煙率が高い傾向にあり、本県でも女性の喫
煙率が最も高いのは30歳代で18.9％となっていま
す。
　今後も若い女性の喫煙率の減少に向けた普及・
啓発に努めていきます。

　喫煙が健康に与える影響は極めて大きく、特に
肺がんなどによる死亡率が高いことから、今後とも
喫煙による健康被害や受動喫煙防止などの一層
の普及啓発に努めます。

健康福祉部 疾病対策課
アレルギー・難病・感染症
などの疾病対策の推進

Ⅱ 難病患者の生活の質
（ＱＯＬ）の向上に向けた
支援策の推進

難病相談・支援センター
事業の周知のためのリー
フレット配布

１，０００
（２０年度）

２，０００
(２１年度)

１，０００
（２１年度）

　「在宅難病患者一時入院事業」がスタートしまし
たが、まだ利用が少ないため、患者・家族やケアマ
ネージャー等支援関係者への制度紹介などにより
周知に努める必要があります。

　「在宅難病患者一時入院事業」を有効に活用す
ることで、患者・介護者のQOLの向上を図ることが
できるように、より周知に努めていきます。

健康福祉部 疾病対策課
アレルギー・難病・感染症
などの疾病対策の推進

Ⅲ　感染症の予防及びま
ん延防止対策の推進

エイズ治療拠点病院への
ＨＩＶ検査業務委託

０件
（平成19年度）

４００件
（平成21年度）

１９件
（平成21年度）

　エイズ治療拠点病院を受診するエイズ患者の配
偶者等のハイリスク者が来院時に検査が実施でき
るよう、無料検査の委託を実施しましたが、新型イ
ンフルエンザが流行し、エイズ治療拠点病院にお
いても、新型インフルエンザ患者への診療を優先し
たため、検体数が目標を大きく下回りました。

　感染症の予防、感染症の早期発見及びまん延防
止のための検査、医療体制の整備など引き続き促
進してまいります。

健康福祉部 児童家庭課
次世代育成支援対策の
推進

Ⅰ　子どもと子育て家庭
をみんなで支えるために

保育所の待機児童50人
以上の市町村数

2市町村
（20年度）

0市町村
（21年度）

4市町村
（21年度）

待機児童50人以上の市町村数の増加について、
該当４市のうち施設整備による定員増を上回る速
度で新規待機児童数が増加した市町村が２市、施
設整備実施または新規開園が平成２２年度へ変更
のため、待機児童数を縮減できなかった市町村が
２市で、新規待機児童数の増加が著しい１市を除
き、平成２３年度整備でほぼ解消の見込みです。

保育所の施設整備については、平成２２年度を
ピークに、その後は少子化の動向などもわきまえ
ながら適宜進めてまいります。

健康福祉部 児童家庭課
次世代育成支援対策の
推進

Ⅲ　ひとり親家庭等への
支援

母子家庭等就業・自立支
援センター　事業実績（講
習会受講者数）

182人（延べ）
（19年度）

486人
（21年度）

256人
（21年度）

　就業支援講習会については、受講希望者が減少
傾向にあり、定員割れが続いていましたが、21年
度から受講料を無料化したところ、受講希望者が
増加し、定員割れはなくなりました（定員５０人、申
込者142人）。

　就業支援講習会については、希望者がほぼ全員
受講できるように定員の増加を図ります。また、講
習科目についても、できるだけ雇用に直接的に結
びつくよう検討します。

健康福祉部
高齢者福祉
課

高齢者福祉の推進
Ⅰ　高齢者福祉の総合的
推進

千葉県介護保険事業支
援計画・老人保健福祉計
画作成懇談会の開催（各
種施策の実施状況の確
認等）

2回
(20年度)

2回
（21年度）

未開催

　千葉県介護保険事業支援計画・老人保健福祉計
画作成懇談会は、当初２回の開催を予定し、計画
の進捗に検討を加える予定でしたが、計画の初年
度であることから、進捗管理は平成22年度に実施
することとし、平成21年度は同懇談会と連携する千
葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会を設置
し、計画に盛り込まれた事項で関係者による更な
る検討が必要な事項について議論を深めました。

・平成21年3月に策定した「千葉県高齢者保健福祉
計画（21～23年年度）で計画した事業の着実な履
行及び実施した事業を検証していきます。
・また、次期計画（24～26年度）の策定に向けた基
本的な考え方について整理します。

健康福祉部
障害者福祉
課

障害者福祉の充実
Ⅲ　障害福祉サービスの
整備・充実

就労移行支援事業及び
就労継続支援Ａ型事業の
定員（供給量）

就労移行支援
３０３人

就労継続支援Ａ型
２０人

（平成１９年４月）

就労移行支援
８０８人

就労継続支援Ａ型
３４７人

（平成２１年度）

就労移行支援
５９３人

就労継続支援Ａ型
５２人

（平成２２年３月）

　就労継続支援Ａ型事業は、通所により、雇用契
約に基づく就労の機会を提供しますが、Ｂ型に比
べ報酬の加算が少ない他、最低賃金法の適用を
受けることで事業費がかさむ等事業者にとって若
干の制約があります。

(「成果に関する説明」から引用)
就労移行支援事業者及び就労継続支援Ａ事業に
ついては、目標に達することができませんでした
が、２３年度末までに施設の新体系サービスへの
移行が予定されており、引き続き指標の改善に努
めます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

健康福祉部
障害者福祉
課

障害者福祉の充実
Ⅳ　障害者の地域への移
行促進と生活支援

障害者の福祉的就労の
工賃水準(月額)

小規模作業所を除
く授産施設等平均

工賃
約12,000円
(１８年度)

15,800円
(平成２１年度)
24,000円

（平成２３年度）

12,673円
(平成２１年度)

　ちば工賃向上チャレンジプランにより、工賃水準
の向上に取り組んでまいりましたが、昨今の厳しい
経済情勢もあり、目標には至りませんでした。

　ちば工賃向上チャレンジプランに基づき、福祉的
就労に係る経営強化を図るとともに、官公需増加
への取り組み等を通じて工賃水準の向上に努めま
す。

健康福祉部 保険指導課 保険事業の円滑な推進
Ⅱ　保険医療機関等の指
導と後期高齢者医療制度
の適正な運営指導

制度運営・事務処理に係
る広域連合・市町村に対
する助言

実地助言：23市町
村

書面助言：33市町
村

研修会　：１回
（１９年度）

実地助言：広域連
合

　　　　：14市町村
書面助言：42市町

村
研修会　：１回
（２１年度）

実地助言：０
書面助言：０
研修会　：１回
（２１年度）

　広域連合や市町村に対する助言に関し、国から
の技術的助言の内容が平成20年度には示され
ず、平成21年末に示されたことから、広域連合や
市町村に対する実地や書面での助言は行いませ
んでした。後期高齢者医療制度を円滑に運営する
ための助言は、適宜行いました。

　平成21年末に国から示された技術的助言を踏ま
え、後期高齢者医療制度が安定的に運営されるよ
う運営主体である後期高齢者医療広域連合や市
町村に対して支援・助言を行っていきます。また、
制度が十分理解されるよう各種関係機関と協力
し、さまざまな媒体により広報、周知を行います。

健康福祉部 医療整備課

医療における質の確保、
体制の整備及び人材の
確保、自治体病院の支援
及び県立保健医療大学
の施設・設備整備

Ⅴ　県立保健医療大学の
施設・設備等の整備

施設設備工事の進捗状
況

整備計画の策定
（２０年度）

２４％
（２１年度）
整備完了
（２３年度）

１％
(22年3月)

　施設設備工事の進捗の遅れについては、21年度
末に工事を開始したため、その予算を22年度に繰
り越したことによるものです。
　施設設備工事については、今後、計画の履行に
向けて努力します。

　大学としてより良い教育研究を実施するために
は、さらに教育研究環境を充実させる必要がある
ことから、不足若しくは不十分と思われる教育研究
施設を改善するため、施設の改修、設備の整備な
どを進めます。

健康福祉部 衛生指導課
生活衛生対策の推進と安
全確保

Ⅱ　環境衛生指導事業の
推進

住居衛生に関する相談件
数等（室内空気中の化学
物質測定件数）

３９件
(19年度)

５０件
(21年度)

１８件
（21年度）

　室内空気環境の測定依頼件数が１８件と少ない
のは、ハウスメーカーなど建設業界が化学物質の
使用を抑えた建設資材の使用を積極的に進めて
きたことによる効果が、　現れてきている結果と考
えられます。

住居衛生に係る室内空気環境については、引き続
き行政検査を実施し、改善のための助言を行ない
ます。

健康福祉部 衛生指導課
生活衛生対策の推進と安
全確保

Ⅲ　動物愛護管理事業の
推進

新しい飼い主にもらわれ
た犬・ねこの頭数

１，９０１頭
（１９年度）

２，０００頭
（２１年度）

１，７３２頭
（２１年度）

　新しい飼い主にもらわれた犬・ねこの頭数を増や
すには、譲渡手続きを簡略化する等新たな譲渡方
法について検討する必要があると考えます。

　新しい飼い主にもらわれた犬・ねこの頭数を増や
す取組みを行うとともに、犬・ねこが収容されない
ように不妊・去勢手術等飼い主責任を徹底するこ
とも必要です。



部局名 課名 施策名 施策展開の柱名
柱の方向性
（事業量）

縮小または大幅縮小とした理由等 22年度以降の対応

平成21年度　課所掌の基本施策に係る事後評価結果

２２年度以降の施策展開の柱の方向性を縮小または大幅縮小とした施策展開の柱についての対応状況

健康福祉部
健康づくり支援
課

県民の総合的
な健康増進施
策の推進

Ⅳ　生活習慣病
対策の推進

縮小
　人材育成研修において「実践者育成研修」は既に
19年度から実施しており、21年度はアウトソーシン
グ受託事業者の受諾が増えています。

　人材育成については特に、「実践者育成研修」は
対象を、県内医療保険者から委託されているアウト
ソーシング事業者に広げ、効果的な保健指導技術
の担保に努めます。

健康福祉部
健康づくり支援
課

県民の総合的
な健康増進施
策の推進

Ⅵ　オーダーメ
イド型健康づく
り・医療の実現
に向けた研究、
科学的根拠とな
る情報の収集・
発信

大幅に縮小

　大規模コホート調査研究は、事業を本格的に実施
する予定でしたが、事務事業の見直しの中で凍結
することとし、実施しませんでした。
　米国国立衛生研究所の情報誌を外部に翻訳を委
託して掲載していましたが、事業の必要性を見直
し、翻訳は中止することになりました。

　特定健診・特定保健指導やその他の健康情報を
収集・解析した結果を基に県民や健康福祉セン
ター・市町村等への情報提供・支援のための新規事
業を展開していきます。


