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※県民の皆様からの意見については、取りまとめの上、趣旨をそこなわない範囲で意見を要約させて

いただきました。 

 

第３章 重点的な施策・取組（実施計画編） 

第２節 施策の内容 

第Ⅰ項 安全で豊かなくらしの実現 

政策分野Ⅰ－１ 自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

防災に東日本大震災の復旧や復興について書かれてい

ない。液状化の被害では住民の同意が得られずに工事がで

きていないなどの問題がある。 

御意見を踏まえ、県で実施してきた、東日本大震災からの

復旧・復興の取組の進捗状況について、第３章第２節「Ⅰ-

１-①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上」

の【現状と課題】で、記載しました。 

なお、液状化対策については、東日本大震災で大きな被害

を受けたことを鑑み、第３章第２節「Ⅰ-１-①-３津波避難・

液状化対策の推進」において、取組を推進してまいります。 

大規模災害時、発電所などが被害を受けた場合、生活・

経済活動に必要な最低限のエネルギーを供給できない状

況や、避難住民の生活に必要不可欠な電力の確保ができな

い状況が生じることが考えられることから、非常用発電機

の整備について、ご検討をお願いしたい。 

県では市町村の業務継続計画の策定を推進し、災害発生時

に行政機能を確保するため、停電に備え非常用発電機等の確

保についても盛り込むよう働きかけています。 

また、災害が発生した地域で災害応急活動を行うため、県

内各地の倉庫に非常用発電機等を備蓄しているほか、市町村

でも備蓄するよう働きかけています。 

①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上 

【取組の基本方向】として、以下の項目を追記すること

を提案する。 

【千葉県国土強靭化地域計画】との関係 

平成 29年 1月に策定した「千葉県国土強靭化地域計画」

では、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順

位を定め、迅速な復旧、復興が可能な千葉県を作り上げる

ために施策分野ごとの推進方針を策定し、「重要業績指標」

を掲げました。地域防災力の向上のためには市町村、民間

事業者、県民等、各主体の参画・連携のもとこれらの指標

の達成に向けて施策を実行していくことが重要です。 

理由：「千葉県国土強靭化地域計画」との整合が図られる

べきであるので、2つの計画の関連性について記載すべき

と考える。 

千葉県国土強靭化地域計画の考え方については、第２章第

１節（２）①の「○」の 2つ目に記載しております。 

また、千葉県国土強靭化地域計画は、国土強靭化に関して、

県の計画等の指針となるべきものとして策定したものであ

り、総合計画における個別の施策等の中に反映されておりま

すので、関連性についての記載は必要ないものと考えます。 

①-１自助・共助の取組の強化 

東日本大震災を機に、自分の住む地域でも自治会を中心

に自助・共助を前提とした防災意識が急速に高まってい

る。高齢者世帯が増えているため、要支援者を特定してリ

ストを作り、早急に対策を練ることの必要性が叫ばれてい

たのだが、個人情報の保護を理由に役所から情報を開示し

てもらうことが出来ず、話し合いも滞ってしまっている。

これは一つの例に過ぎないが、「自主防災組織の結成・活動

促進等に努め」と計画を立てる以上は現場でも現実に即し

た対応を取っていただきたい。それぞれに役割を果たして

連携していくことが、命を救うことにつながると考える。 

平成 25年に改正された災害対策基本法では、市町村は災

害時に自ら避難行動をとることが困難で、円滑な避難のため

特に支援が必要な方について「避難行動要支援者名簿」を作

成し、避難支援等関係者に提供することとしています。 

県としても引き続き市町村に対して、避難支援等関係者と

の情報共有を進めるよう促してまいります。 

①-２防災連携体制の充実強化 

大規模災害時の避難や、帰宅困難者対策としての備蓄

災害時における帰宅困難者支援に関する協定を、大手コン

ビニチェーンや飲食店と締結しております。 
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（飲食料・毛布等）対応には、民間施設との連携が欠かせ

ないため、コンビニエンスストアやスーパー、飲食店との

災害時連携協定を進めることが重要だと考る。 

なお、第３章第２節「Ⅰ-１-①-６事業者による防災対策

の推進」において、事業者・団体等との協定の締結について

記載をしております。 

①-２防災連携体制の充実強化 

災害時にどの店舗が利用できるかを明確化するマップ

や表示（ステッカー）などの作成を進めていただければと

思う。 

災害時における帰宅困難者支援に関する協定を締結した

事業者に対し、のぼり旗の配布を進めてまいります。 

①-２防災連携体制の充実強化 

DMAT、DPATの記載の後に「避難所の環境整備や障害者や

高齢者等の災害弱者に対する支援として災害リハビリテ

ーションに関する人材の育成や体制づくり」を入れてもら

いたい。 

理由としては、東日本大震災、熊本地震においても被災

直後からの高齢者や障害者の対応が後手に周り、支援の手

が回りにくかったという現状があることに対し、災害リハ

ビリテーションは有用な手段であると考えるため。なお、

県医師会・看護協会、理学療法士会・作業療法士会・言語

聴覚士会・介護支援専門員協議会等により千葉県災害リハ

ビリテーション支援団体連絡協議会が結成されている。 

避難所等における被災者に対するリハビリテーション支

援は、生活不活発病等の予防からも重要なものです。支援方

法としては、関係団体との連携・協力のもと実施することが

想定されますが、第３章第２節「Ⅰ-１-①-２防災連携体制

の充実強化」では「民間事業者との連携を充実強化し」「避

難所の運営～等、市町村のサポートを行う」の記載があり、

既に内包されていると考えます。 

①-２防災連携体制の充実強化 

大規模災害時、人命救助や緊急輸送物資の為の迅速な道

路啓開が行えるよう日頃からの意見交換や合同訓練など

継続していただきたい。また、意見交換や合同訓練で課題

等の検討についてお願いしたい。 

「①-２防災連携体制の充実強化」の「定期的かつ効果的

な訓練の実施」において、道路啓開訓練を含め関係機関と合

同での総合訓練を毎年実施しており、民間事業者との連携の

充実強化を図っているところです。今後とも道路啓開の訓練

を続ける一方、各道路管理者や民間事業者等との意見交換も

行いながら、大規模災害時に備えた体制強化に努めてまいり

ます。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

近年、異常気象によるゲリラ豪雨や台風などの際に、短

時間で集中して激しい降雨があり、床上浸水や駐車中の車

の水没など、深刻な被害が多くあった。サイレンや、法面

のかさ上げ工事など、対処をしていただいていると感じて

いるが、付け焼刃の処置であるとの疑問も感じる。大型マ

ンションの建築が近隣で進み、大雨が降った際にはそこで

受け止めきれなかった雨水も川に流さざるを得ないとの

話も聞いており、運任せの状況に不安を感じている。 

「最悪の事態」を想定した上でのまちづくりをしていた

だき、その上で個別の対策を講じていただきたい。 

平成 29年 6月 20日付けで国土交通省から、「水防災意識

社会」の再構築に向けた緊急行動計画が示されたことなどか

ら、県でも「水防災意識社会」の再構築の取組を推進する必

要があるため修正しました。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

Ⅰ-１-①の取組の基本方向中、「液状化に強いまちづく

りに向けた取組の推進」とあるが、液状化危険区域におけ

る緊急輸送道路や上下水道などのライフラインに液状化

対策を講じることは重要なことである。Ⅰ-１-②-１災害

に強い社会資本の整備中に、液状化対策の記述がないの

で、「液状化対策」の追加を要望する。 

公共施設の整備や耐震化の実施時には、液状化対策につい

てもあわせて検討、実施することとしています。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

無電柱化工事については、地元のご理解や各電線管理者

の設計等の準備から竣工までに相当の期間がかかること

から、無電柱化の計画時には、「電線共同溝の整備等に関す

る特別措置法」に基づき、速やかな各電線管理者への計画

提示について、ご検討をお願いしたい。 

御意見を踏まえ、法令等に則り、適切に対応してまいりま

す。 
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政策分野Ⅰ－２ くらしの安全・安心を実感できる社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

警察基盤の整備やサイバー空間の安全確保など、今まで

警察がやるイメージしかなかったので、県が警察と協力し

てこういう仕事をしていることがわかり、とてもよかっ

た。 

総合計画においては、警察における取組についても記載し

ております。今後とも県、警察、市町村等との連携により、

安全で安心できる県民生活の確保に努めてまいります。 

②-２高齢者の交通事故防止対策の推進 

高齢者が交通事故を起こさないように、高齢者を対象に

した交通安全教育を実施するのにあわせて、運転に自信の

なくなった高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づく

りを促進するとあるが、自分で運転に自信がないと感じて

いない・気づいていない高齢者が最も事故を起こす可能性

が高いと思うので、環境づくりとともに、免許返納のあり

方を整えていただきたい 

高齢者が加害者となる交通事故を未然に防止するため、高

齢者向けの交通安全教室や各種イベント等で、自主返納制度

について周知を図るとともに、身体機能をチェックできる体

操等を通じて、身体機能の低下を自覚してもらえるような取

組を引き続き推進してまいります。 

また、平成 29年 3月 12日の改正道交法施行により、臨時

認知機能検査の受講が義務付けられ、高齢運転者に対する認

知機能のチェック体制が強化されており、運転免許証を返納

するための環境づくりが促進されています。 

 

政策分野Ⅰ－３ 健やかで生き生きと自分らしく暮らせる社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

医療と介護の連携部分で、地域包括ケアシステムの考え

方が福祉側だけにしか書かれていないが、地域包括ケアシ

ステムの実現のためには、強い立場の医療側からのアプロ

ーチがなければ実現は難しい。医療の項目の中に「地域包

括ケアシステム」を医療の立場からも実現していくという

意思、考え方、そして言葉そのものを明確に位置付けて欲

しい。 

御意見を踏まえ、「①増大する医療ニーズに対応した安心

で質の高い医療サービスの提供」の【取組の基本方向】にお

いて、地域包括ケアシステムの実現に向け重要な役割を担う

在宅医療の推進に取り組んでいく旨を記載しました。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

「医師・看護師などの医療従事者の確保・定着対策を引

き続き推進することが課題」とあるが、リハビリテーショ

ン専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）も、他

県と比し不足しており、その養成や確保・定着が望まれて

いるところである。「リハビリテーション専門職（理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士）」の養成、確保・定着につい

ても、明記をお願いしたい。 

「①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療

サービスの提供」の【現状と課題】の中に、意見のとおり「医

師・看護師などの医療従事者の確保・定着対策を引き続き推

進することが課題」と記載されているが、「など」の中には

リハビリテーション専門職も含むと認識しています。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

高齢者向けの医療施策に傾倒していて若者へのケアが

薄いように感じる。私は通院しているが、処方箋をもらう

ためだけに長時間病院内で待たされることに違和感があ

る。医師の不足なども問題であるならば ICTの活用なども

推進していただきたい。 

全ての県民が安心して良質な医療を効率的に受けられる

よう、医療機関の役割分担と連携を促進し、地域において病

状に応じ最も適切な医療機関を利用できる医療連携体制の

構築を進めるとともに、救急、小児、周産期医療等の体制整

備に取り組んでまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

【現状と課題】の中に、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士のリハビリテーション専門職の供給が十分でない

ことを明記してもらいたい。 

【現状と課題】の中に、「医師・看護師などの医療従事者

数は全国平均を下回っており」と記載されていますが、「な

ど」の中にはリハビリテーション専門職も含むと認識してい

ます。 
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医師や看護師だけでなく、リハビリテーション専門職の

人数も全国平均を下回っている。 
 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

県立大学院の設置を記載してもらいたい。 

東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県には都立・県立のリ

ハビリテーション専門職に関わる大学院が設置されてお

り、群馬県では国立大学が、栃木県でも私立の大学院があ

る中、千葉県は大学院が皆無であることから、県内のリハ

ビリテーション専門職のリーダーを育成するためにも、千

葉県立保健医療大学に大学院の設置が県にとっては必須

と考える。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に、上記の県立保健医療大学の大

学院設置に関することを入れていただきたい。 

第３章第２節Ⅰ-３-①-３に「保健医療大学の機能充実に

ついての検討」と記載しています。 

保健医療大学で、県内の医療関係職種のリーダーとなりう

る人材を育成するために、この中で、大学院設置も含めて検

討してまいります。 

 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

言語聴覚士の養成過程を県立大学に設置することを強

く要望する。 

昨年度、言語聴覚士養成課程を有する私立大学が 1校開

校したが、他のリハ専門職の養成過程より明らかに県内で

の学校数が少ない。一方で、高齢者だけを考えた場合でも、

誤嚥性肺炎の予防や認知症、脳卒中後のリハ等言語聴覚士

が不足していることは明らかであり、県立大学の中での養

成課程の増設が必要と考える。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に、上記の言語聴覚士コースの設

置のことを入れていただきたい。 

第３章第２節Ⅰ-３-①-３に「保健医療大学の機能充実に

ついての検討」と記載しています。 

言語聴覚士コースの設置については、この中で、今後の社

会ニーズ等を踏まえ、県立大学として求められる役割や効果

等を考慮して検討してまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

「さらに、急速な高齢化に伴い、脳卒中、急性心筋梗塞

及び転倒等による外傷などによる救急医療の増加が見込

まれ、」の後に、「リハビリテーションの需要の増加」の見

込みを入れてほしい。 

理由として、ここに書かれている疾病等に高齢者が罹

患・受傷した場合、急性期医療のみで元の生活に復帰する

ことは困難な場合が多く、多くの場合はリハビリテーショ

ンを必要としていることから、その需要が増加することは

明らかと考えるため。 

該当の箇所については、救急医療に関する現状と課題を主

旨としていることから、リハビリに関する記載は追記しない

ものといたします。御指摘の「リハビリテーション需要の増

加」については、同じ【現状と課題】で記載している「増大

する医療ニーズ」の中に含まれるものと考えており、「地域

医療構想」において回復期の必要病床数の中で見込まれてい

ます。県では、本構想の実現に向け、病床機能の役割分担と

連携などを促進してまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

【主な取組】の中に、「リハビリテーションに関する取

組」を位置付けるべき。位置付け方としては、項目として

「リハビリテーションの充実」などを設け、リハビリテー

ションの役割として、早期回復や生活の質の向上などを掲

げる。もしくは、Ⅰ-３-①-１～２の中に上記の役割を位置

付ける。 

障害者や高齢者等に対して、リハビリテーションの視点か

ら保健・医療・福祉等の関係機関を繋ぎ適切な支援を切れ目

なく提供する「地域リハビリテーション」の取組を、今回の

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅰ-３-①-２在宅医療の充

実」の取組の 1つとして記載しました。 

①-２在宅医療の充実 

在宅医療の充実にあたっては、介護予防の観点からリハ

ビリテーション専門職の活用が重要視されている。スキル

アップ等の対象者に「リハビリテーション専門職（理学療

法士・作業療法士・言語聴覚士）」の明記をお願いしたい。 

在宅医療を推進するためには、リハビリテーション専門職

も含めた多職種による連携・協働が重要であると考えてお

り、在宅医療の充実に向け、御指摘の内容についても検討し

てまいります。 
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①-２在宅医療の充実 

「これらの医療資源の増加、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師等の一層のスキルアップ等に重点的に取り組みま

す」 

ここを「医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテ

ーション専門職の一層の…」としていただきたい。 

理由として、現在訪問リハのニーズは高いと言われてい

るが、明らかに供給が追い付いておらず、その体制整備が

必要と考えるため。 

①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解消に

向けた取組の推進 

医師・看護職員確保は、高齢化が進行する状況下におい

て重要な視点であると考えるが、千葉県には、千葉県立保

健医療大学という教育機関を有しているので、同大学の教

育環境の充実及び更なる活用が必要ではないか。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に具体的な事業として「保健医療大

学の機能充実についての検討」を記載しました。 

高齢化が進行する中で、医療・介護の様々な職種の連携が

必要になりますが、保健医療大学では、こうしたチーム医療

のリーダーとなれる人材の育成を目指しています。 

今後の同大学の教育環境の充実及び更なる活用について

は、平成 28年 7月に決定された公の施設の見直し方針にお

いて、「大学機能のあり方については、今後の社会ニーズ等

を踏まえ、検討する」とされたことを踏まえ、県立大学とし

て求められる役割や効果等を考慮して検討してまいります。 

①-４緊急医療体制の整備 

①-７県立病院の施設整備の促進と良質な医療サービス提

供体制の充実強化 

県総合救急災害医療センター（仮称）の建設地に、同じ

幕張新都心の若葉 3丁目の水道給水所隣接地を、提案させ

て頂きたい。 

1.隣接地に下水処理場が無く、高校グラウンドや花見川を

望む健康的な立地。 

2.津波のリスクが無く、患者（特に入院患者）や家族が安

心して利用出来る。 

3.サマーソニックやエアノース、打ち上げ花火といった幕

張新都心ならではのイベントを引き続き催行し易い。 

4.予定地前の海浜大通りは、イベントにより渋滞する事が

ある。若葉の提案地は複数の道路からアクセス可能で、東

関道の湾岸幕張インターを介して成田空港とも直結出来

る。 

5.救命救急機能を持つ病院なので、若葉住宅地区など周辺

住民や開発会社の理解はむしろ得易く、歓迎される可能性

もある。 

6.ドクターヘリは、緊急搬送のため出発地や目的地と直線

コースで飛行するので、予定地で実際に海側から発着出来

るケースは少ないと思う。 

7.最寄り駅からの距離は、ＪＲの検見川浜駅から現・救急

医療センターまでは約 1.2㎞、海浜幕張駅から予定地（現・

精神科医療センター）までは約 1.8㎞ある。ただし将来完

成する幕張新駅（仮称）からは約 1.0㎞となり、予定地の

方が優れる。 

総合的な検討をお願いする。 

計画敷地は、千葉県の人口重心位置に近接していて県全域

を対象とする高度救命救急センターの立地条件を満たし、か

つ大規模災害時の通行に資する緊急輸送道路に面している

こと、ヘリポートの設置基準への適合が容易であること、住

宅地から適度な距離がありヘリコプターの近隣住民への騒

音が軽減できること等から、新病院の用地として好適である

と考えています。 

 

②生涯を通じた健康づくりの推進 

サルコペニアや日本人の死因第3位の誤嚥性肺炎の予防

のためには、オーラルフレイル（口腔機能の低下）の予防

が必要である。「要支援・要介護状態とならないようロコモ

ティブシンドローム（運動器症候群）、オーラルフレイル等

御意見を踏まえ、修正しました。 

なお、フレイルには「虚弱」という意味があるためオーラ

ルフレイル（口腔機能の虚弱）とします。 
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の予防について、普及啓発を図ります。」のように、オーラ

ルフレイルについての言及をお願いしたい。 

②-４総合的な自殺対策の推進 

うつ病にかかると正常な判断ができず、誰かに相談しよ

うという思考にならないと考えられるので、その前の段階

の企業の労働環境改善の徹底や、安心して通える学校体制

への働きかけを期待する。 

総合的な自殺対策の中で、自殺の原因となる様々なストレ

スについて要因の軽減及び適切な対応等、心の健康の保持増

進のための職場、地域、学校における体制整備を進めていま

す。 

なお、第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネット

ワークの構築」において、「子どもや家庭に対する相談支援

体制の充実」について記載しており、具体的には学校にスク

ールカウンセラー等の専門的知見を有する人材を配置する

など、相談支援体制の構築を図ります。 

また、第３章第２節「Ⅲ-３-②-３多様な働き方の実現に

向けた環境の整備」において、職場環境の整備に取り組む旨

記載しており、「働き方改革」推進事業、労働教育講座、労

働相談事業等を実施してまいります。 

②-４総合的な自殺対策の推進 

自殺対策にそもそもうつ病にならないようにするため

の取組が抜けている。 

総合的な自殺対策の中で、自殺の原因となる様々なストレ

スについて要因の軽減及び適切な対応等、心の健康の保持増

進のための職場、地域、学校における体制整備を進めてまい

ります。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

高齢者の活躍に期待している。地域には女性同様、能力

がありながら活躍の場のない、または時間をもてあまして

いる高齢者が数多くいる。企業へのマッチング同様、教育

機関とのマッチング組織（部活動見守りや小学校の補助活

動など）も検討してはどうか。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-２子どもを育む学校・家庭・地

域の連携」に「学校において、地域人材を積極的に活用する」

と記載しており、総合計画の高齢者分野に関する個別計画で

ある「高齢者保健福祉計画」では、学校と地域の連携を図る

「地域とともに歩む学校づくり推進支援事業」や、小学校の

空き教室等で地域の方の参画を得て子供の居場所をつくる

「放課後子供教室推進事業」を、高齢者の生きがいづくりの

支援の個別事業として位置付けています。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

【取組の基本方向】に「リハビリテーション」を位置付

けるべき。地域包括ケアシステムの植木鉢モデルにおいて

も、医療・看護・介護・保健・福祉と並んで「リハビリテ

ーション」が専門職の役割として明確に位置付けられてい

るため。 

③-３の中の「医療サービスと介護・福祉サービスが連携

した」に「リハビリテーション」を追加し、「医療サービス

とリハビリテーション・介護・福祉サービスが連携した」

とすべき。 

リハビリテーションについては、医療サービスと介護・福

祉サービスに含まれていると考えられることから、記載はい

たしません。 

しかしながら、高齢者を支える地域づくりに大変重要であ

るため、地域リハビリテーション支援体制整備等を推進して

まいります。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

高齢化問題は全国的にも重要視されている事なので特

に注目して拝見させて頂いた。特に「質の向上」や「見守

りあう体制」といったところに興味を持ったのでそこにつ

いての例があるとうれしい。 

質の向上については、様々な研修等を実施し市町村職員等

の支援をしており、見守りについては、「ちば SSK（しない・

させない・孤立化）プロジェクト」を企業等と協力し実施し

ています。 

なお、事業の詳細につきましては、総合計画の高齢者分野

に関する個別計画である「高齢者保健福祉計画」を御覧くだ

さい。 

③-２地域包括ケアシステムの推進体制構築への支援 

地域包括ケアシステムの推進は、国（厚生労働省）が推

進の旗を振って、全市町村での展開を進めてるが、規模の

小さい町村では、推進したくとも人材、資金、ノウハウが

圧倒的に不足しており、手が打てない状況にある。県とし

て、特に規模の小さい自治体に対して、情報提供等にとど

まらず、実際に構築に向けて動くことができる人材を派遣

「③-２地域包括ケアシステムの推進体制構築への支援」

の具体的な事業として、「地域の個性に応じた体制づくりを

進める市町村への支援」を掲げ、地域包括支援センター職員

向けに能力の向上を目指した研修を実施するほか、在宅医

療・介護連携の研修など様々な研修で市町村を支援してまい

ります。 

また、地域人材の育成事業として、地域で活動する生活支
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するなど、ＯＪＴ的なサポートが必要である。 援サービスの担い手の養成なども引き続き行ってまいりま

す。 

③-４高齢者が暮らしやすい住まい・まちづくりの推進 

高齢や認知症の発症にともなう運転免許の返納や取り

消しにより、買い物弱者と呼ばれる状況におかれる交通弱

者の方が増えている。コミュニティーバスやデマンドタク

シーの充実など、交通公共機関のアクセシビリティを高め

る取組が、より一層求められていると考える。 

第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」

として、12 の政策分野の全てにおいて、重視すべき横断的

な視点を記載しておりますが、御指摘を踏まえ、【超高齢化

社会への対応】として、公共交通の弱体化や商店などへのア

クセス困難の問題について記載しました。 

コミュニティバスやデマンドタクシーなどの地域公共交

通については、各市町村が主体となって取り組んでいるとこ

ろですが、各市町村間の調整に当たっては、今後検討してま

いります。 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

障害者対応のところで「東京パラリンピックのレガシ

ー」や「ユニバーサルデザイン」、「バリアフリー」などの

単語の記載がないのが残念である。東京パラリンピックの

開催を控えている状況下、短期集中的にユニバーサルデザ

イン化、バリアフリー化を進めて欲しい。また、障害者へ

の理解を高める「心のバリアフリー化」の視点も重要だと

考える。 

第３章第２節「Ⅲ-５-④人と環境に優しい住まい・まちづ

くりの推進」において、高齢者や障害のある人をはじめとす

る全ての人が、県内において安心して移動することが出来る

よう、道路や公共施設などのバリアフリー化やユニバーサル

デザインの普及を図る旨、記載しています。 

また、障害のある人への理解を高める「心のバリアフリー

化」の取組については、第３章第２節「Ⅰ-３-④-３障害の

ある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進」において

重点的に進めてまいります。 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

【取組の基本方向】において、「ライフステージや障害の

特性に合ったグループホームや日中活動の場」とあるが、

「グループホーム」ではなく「住まい」とすべき。日中活

動の場が多様であるのと同じように、住まいもグループホ

ームに限定せず、多様なあり方を模索・保障すべきだから。 

④-１の中の「利用者のニーズに応じた多様な住まいの

場として、グループホームの拡充をはかる」を、単に「多

様な住まいの場の拡充」とするか、「グループホーム等の拡

充」とすべき。理由は上記と同じ。 

御指摘を踏まえ、「④-１入所施設から地域生活への移行の

推進」の「グループホームの拡充」を「グループホーム等の

拡充」に修正しました。 

 

  

 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

【現状と課題】に「千葉県における身体障害者、知的障

害者、精神障害者数は増加し続けており、…」とあるが、

「身体障害者、知的障害者、精神障害者数」は削除して、

「障害のある人」と修正していただきたい。 

理由：障害種ごとに分ける必要はない。障害のある人と

いう表現で十分である。 

増加の根拠となるのが、身体障害、知的障害、精神障害そ

れぞれの手帳所持者数であるため、正確性を期しこのように

記載しています。なお、「障害者」の表記については「障害

のある人」と修正しました。 

④-３障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の

推進 

コミュニケーション支援について、聴覚・視覚障害者向

けに限定せず、平成 30 年度から実施予定の「失語症者向

け意思疎通支援者」を加筆くださるようお願いしたい。 

 

計画に記載した「コミュニケーション支援」については、

聴覚・視覚障害者に限定するものではありません。国におい

て、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（都

道府県必須事業）に失語症に対する意思疎通支援者の養成が

追加されたことから、今後、失語症の方に対する支援につい

て、具体的な内容を検討してまいります。 

④-３障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の

推進 

「障害者条例及び障害者差別解消法」に障害者権利条約

を追加していただきたい。 

障害者権利条約の趣旨は、国内法である障害者差別解消法

に盛り込まれていますので、障害者差別解消法の浸透を通し

て、条約の趣旨の浸透にも取り組んでまいります。 

④-４障害のある子どもの療育体制の充実 

重症心身障害児は、小児神経医をかかりつけとすること

御意見を踏まえ、「④-４障害のある子どもの療育体制の充

実」の「医療的ケア児の支援」を「医療的ケア児等の支援」
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が多いのだが、この分野を専門としてくれる医師が少な

く、近くでかかりつけ医を見つけることに苦労している。 

また、年齢が大人になると、子どものままの体であった

りしても、病院の方針として小児科では診てもらえなくな

る。安心して医療が受けられる体制を望む。 

に変更し、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携を図

るための協議の場等において、検討してまいります。 

④-４障害のある子どもの療育体制の充実 

千葉リハビリテーションセンター愛育園では、重症児者

の入所と在宅重症児者への短期入所、通園で大変お世話に

なっている。特に人工呼吸器をつけた子に対しては、スタ

ッフのスキル面や、報酬単価が実態に即していないなどか

ら、長期・短期入所でも、通園でも他施設での受け入れが

進まない現状がある。そういった家族からの愛育園への期

待は大変大きなものとなっている。 

人工呼吸器の患者さんに安全に対応するにはスペース

も要する。ニーズは多くあるのに、スペースがなく通園部

門は認可定員以下での運営となっていることは、利用者に

とっては大変残念なことである。こういった面からも一日

も早く全面建て替えをしていただくことを希望する。 

御意見を踏まえ、「④-４障害のある子どもの療育支援体制

の充実」において、老朽化が進んだ千葉リハビリテーション

センターの今後の整備の在り方について、検討してまいりま

す。 

⑤互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づ

くりの推進 

地域住民が互いに支え合い、安心して暮らせるコミュニ

ティを目指すにあたって、何らかの障害や疾病を抱える高

齢者も、時にはボランティアとして支援する側となること

も想定される。「元気な高齢者や地元企業等が地域活動の

担い手として活躍できるよう、」の文章の「元気な高齢者」

という表現は、「元気でない高齢者」を排除することにもな

りかねず、「いわゆる「元気な」高齢者」「意思のある高齢

者」などの、表現上の配慮が必要かと思われる。 

御意見を踏まえ、何らかの障害などを抱える高齢者でも、

支援する側となることができる表現になるよう、「元気な」

という記載を削除しました。 

 

施策項目Ⅰ－４ 文化とスポーツで輝く社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

東京オリパラが 2020 年に控えているが、子どもたちが

スポーツや海外文化に親しむことが出来る良い機会であ

る。2002年に日韓ワールドカップが開催された際、千葉市

はアイルランドの事前キャンプ地となったためアイルラ

ンドの伝統料理が給食として提供されたり、小学校の授業

ではワールドカップに出場する国について調べて発表す

るといったことをしており、勉強になった記憶がある。現

在もパラリンピックに向けて、体験会などが多く開催され

ている。東京オリパラを最大限に活用するために、こうし

たオリパラを通じた教育施策について、詳しく記載する必

要があると思う。 

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅰ-４-②「『するスポー

ツ』、『みるスポーツ』、『ささえるスポ―ツ』の推進」の【取

組の基本方針】に「オリンピック・パラリンピックを活用し

た教育」について記載しました。 

①-２地域文化の保存・継承・活用による地域づくり 

「県民が伝統文化にふれる機会を提供する」とあるが、

地域文化を皆が身近に感じてもらう（高尚なものではな

く、生活そのものである）ことが大事なので、地域文化や

伝統文化を「身近に感じてもらう」という視点を追加して

いただきたい。 

御意見を踏まえ、「県民に伝統文化を身近に感じてもらう

機会を提供する」と修正しました。 

なお、具体的には千葉の食文化まるごと体験事業などの美

術館・博物館における体験活動や郷土芸能公開普及事業で伝

統文化を身近に感じてもらう取組を行います。 
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施策項目Ⅰ－５ みんなで守り育てる環境づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

以下の項目について、全面的に賛同する。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-１再生エネルギー等の活用 

将来の水素社会を見据えたエネファームや燃料電池自

動車の普及促進などの取組を推進します。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-２省エネルギーの促進 

具体的には、家庭を対象としたエネファームなどの省エ

ネ機器の導入促進や、省エネ性能の高い住宅である長期優

良住宅の普及促進、事務所・店舗等の省エネルギー化の支

援を行うとともに、燃料電池自動車や電気自動車などの次

世代自動車の普及を促進していきます。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-３温暖化対策に資する地域環境

の整備・改善 

低炭素化に資する持続可能な社会の構築に向け、市町村

が行うコンパクトなまちづくりの推進やヒートアイラン

ド対策を推進します。 

御賛同いただき、ありがとうございます。 

①-１再生可能エネルギー等の導入 

風力発電も記載すべきだと思う。（第３章第２節Ⅲ-２-

③の「取組の基本方向」では記載有） 

御指摘の「①-１再生可能エネルギー等の活用」でいう再

生可能エネルギーには、風力発電も含まれており、民間事業

者が太陽光発電や風力発電等を導入する際のワンストップ

窓口での相談や情報提供、洋上風力発電などの海洋再生可能

エネルギーの導入促進に向けた調査研究の取組を記載しま

した。 

④-２特定外来生物の早期防除 

特定外来生物などの有害鳥獣対策として、今後新たな外

来生物の発生・増加を防ぐためにも、ペットとしての責任

を持った飼育や、適正な管理を広く県民に徹底させること

が必要だが、その視点が抜けていると思う。いくら駆除し

ても、新たな外来生物を発生させては、有害鳥獣の被害が

なくならない。 

外来生物の防除には、侵入・定着を未然に防ぐため、生態

系保全に関する普及啓発が大切です。そのため、第３章第２

節「Ⅰ-５-④-１生態系の保全と希少な野生生物の保護・回

復」において、外来生物の放棄の問題に係る普及啓発につい

ても追記しました。また、本年 6月号の県民だよりで外来生

物について特集し、外来生物放棄の問題についても記載した

ところです。今後も、外来種の問題について普及啓発に努め

てまいります。 

 


