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 基本目標 Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」    

 政策分野 ３「健康で長生きできる社会づくり」 
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総括：概ね進展が図られています 
※主な取組の実施状況 
（達成３、概ね達成３、目標に届かず２） 
27 年度の施策の実施状況 
(1)千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター
において、県外から医師を呼び込むために、臨床
研修に関する情報提供や技術研修を行った結果、
平成28年度の研修医の採用内定者は41人増加し
ました。また、看護師等学校養成施設の定員拡充
への支援や、看護学生への修学資金新規貸付枠の
拡充（120 名増）、退職した看護師の復職支援  
など、医師・看護職員の確保・定着に努めました。 

 

要因・状況分析 
(1)効率的で切れ目のない医療を提供するため  
には、急性期病院や回復期病院、かかりつけ医の
連携が十分でない状況です。  

(2)軽傷者の救急車要請や高齢化の急速な進行等に
より、救急患者の搬送人員は毎年増加している 
状況です。 

課題 
(1)地域における医療機関の連携を進めるため、 
退院支援に係る仕組みづくりが必要です。また、
連携をより効率的に実施していくために、ICT を
活用した医療連携の促進も求められています。 

(2)救急出動件数の増加に伴い、搬送時間の短縮や
救急車の適正利用が課題となっています。 

取組方針 
(1)退院時支援のルールを作成し、その実践による
成果について全県的な普及を図ります。また、 
医療情報連携システム整備に対する補助を行い、
かかりつけ医と地域の拠点病院等が必要な情報
共有を行える環境を整えます。 

(2)救急出動件数の増加に対応するため、搬送先の
調整等を行う救急医療コーディネーターの在り
方を検討していくとともに、救命救急センターの
新たな指定に向けた医療機関等との検討・協議を
行っていきます。 

 

総括：一部の進展にとどまっています 
※主な取組の実施状況 
（概ね達成３、目標に届かず２） 

27 年度の施策の実施状況 
(1)講演会や研修会等を開催し、生活習慣病予防や 
重症化防止のための情報提供・普及啓発を行う 
など、県民の健康に対する意識の高揚に努めま 
した。 

(2)特定健診・特定保健指導を担う人材育成のため、
実践的な研修を実施しました。また、食育につい
ては、幅広い関係者との連携強化や人材育成を 
進めるとともに、学校や食育ボランティア等を 
通じた普及啓発を図り、生活習慣病対策に取り 
組みました。 

 

要因・状況分析 
(1)高齢化の進展により、がん、循環器疾患、糖尿病
などの生活習慣病の患者数は今後増大していく 
ことが予測されますが、健康づくりに関する県民
への情報提供は十分とは言えない状況です。 

課題 
(1)生活習慣病の予防や早期発見のためには、健康 
づくりに関する適切な情報提供を行い、県民の 
主体的な取組を促すとともに、特定健診・特定  
保健指導に従事する人材の育成や、育成した人材
の更なるスキルアップを図る必要があります。 

取組方針 
(1)特定健診・特定保健指導従事者のスキルアップを
図るため、面接技術や、食生活、身体活動・運動
など保健指導に係る具体的なテーマを設定し、 
研修を行っていきます。 

(2)28 年度は、特定健診・特定保健指導に係る過去  
5 年間のデータを活用し、より分かりやすい情報の
提供に努めます。 

総括：一部の進展にとどまっています 

※主な取組の実施状況 

（達成３、目標に届かず２） 
27 年度の施策の実施状況 
(1)急速な高齢化の進展に伴い今後も施設介護に対

する多大なニーズが見込まれることから、特別養

護老人ホーム１床あたりの補助単価を全国トップ

クラスの 450 万円と設定し、市町村と連携しなが

ら、高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の 

推進を図りました。 

(2)認知症サポーターの養成や街頭パレードの実施

等を通じて、認知症に対する正しい知識の普及・

啓発に努めるとともに、早期診断と適切な対応に

向けて、認知症サポート医の養成やかかりつけ 

医の認知症対応力向上研修に取り組みました。 

 

要因・状況分析 
(1)特別養護老人ホームの整備については、施設介護

に対するニーズの一層の増大が見込まれる一方

で、建築工事費の高騰により予定された整備が 

進みづらい状況です。 

課題 
(1)介護施設の整備推進に向けて、事業者や市町村と

の連携を図るとともに、財源を確保する必要が 

あります。 

取組方針 
(1)市町村に対し、事業者公募時期の前倒しを働き 

かけるなど、高齢者保健福祉計画の目標達成に 

向けて、一層の連携強化を図ります。また、国に

対しては、地方財政措置や助成制度の拡充など 

財源確保について要望していきます。 

総括：一部の進展にとどまっています 
※主な取組の実施状況 
（達成１、概ね達成３、目標に届かず３） 
27 年度の施策の実施状況 
(1)障害のある人の地域生活を支えるため、グループ
ホームの開設支援や運営費の補助など支援した 
結果、グループホームの定員が増加しました。 

(2)手話通訳者や点訳・朗読奉仕員の養成講座や研修
会を開催し、障害のある人の情報コミュ二ケーシ
ョン支援に取組みました。 

(3)障害のある人が一般企業で就労し、継続的な職業
生活を維持できるよう、障害者就業・生活支援  
センターにおいて、就職、職場定着、離職時   
フォロー等の支援を実施しました。 

要因・状況分析 
(1)手話通訳者や要約筆記者の養成研修については、
長期的な研修であり、様々な事情から研修修了に
至らない方がいるため、人材の育成につながって
いないケースがあります。  

(2)就労意欲のある障害のある人は毎年増加して 
いますが、千葉県内の新規求職件数と就職者数の
間に開きがあり、就職しづらい状況です。 

課題 
(1)手話通訳者や点訳・朗読奉仕員の養成研修受講者の 

増加に努め、人材の育成につなげる必要があります。
(2)障害のある人が企業等で働くうえでは、適切な 
労働条件や職場環境の確保など障害のある人への
理解と企業に対する支援が重要であるため、障害
のある人が働きやすい環境整備に取組んでいく 
必要があります。 

取組方針 
(1)平成 28 年 6 月に手話言語等条例が制定されたこ
とから、手話等に対する県民の理解の促進に努め
るとともに、手話通訳者や点訳・朗読奉仕員の養
成研修事業の内容の充実について検討し、受講募
集の一層の周知を図ります。 

(2)障害者就業・生活支援センターにおいて、障害の
ある人の就業・生活に関する指導や助言、職業  
訓練の斡旋を行い、就職後の定着支援のため、企
業支援員による職場への助言等に取り組みます。 

総括：概ね進展が図られています 
※主な取組の実施状況 

（概ね達成３） 

27 年度の施策の実施状況 
(1) 福祉全般にわたる総合相談・地域住民の生活支

援を行う体制の整備を進めるため、福祉サービス

のコーディネートや福祉の総合相談等を 24 時間

365 日体制で行う中核地域生活支援センターを

運営しました。 

(2)生涯大学校の学生と卒業生の交流や市町村等と

の情報交換を支援するコーディネーターを各学

園に配置し、高齢者が地域で活動していく上での

知識や技術、ノウハウの習得についての支援を 

行うなど、地域活動への参加を後押ししました。 

 

要因・状況分析 
(1)生涯大学校の卒業生には地域活動の担い手とし

ての役割が期待されますが、地域における卒業生

等の活用ニーズはあるものの、連携等の問題から

十分に活用されていない地域も見受けられます。 

課題 
(1)生涯大学校卒業生の地域活動を推進するために

は、各学園に配置されているコーディネーターを

活用して、学校と市町村による地域連携を強化 

していく必要があります。 

取組方針 
(1) 生涯大学校卒業生の活動の場や機会を確保す

るため、市町村等との連携強化を図り、各学園に

配置されているコーディネーターが卒業生情報

と地域活動情報を集約して、効果的なマッチング

に努めます。また、生涯大学校の学習内容を見直

し、地域活動につながる実践的な内容や、地域へ

の理解を深める内容等の充実を図ります。 

H２７年度 政策分野別概要資料 

【施策①】安心で質の高い医療サービスの

提供 

目標：県民が安心して良質な医療を効率的

に受けられる体制を整備します。 

【施策②】生涯を通じた健康づくりの推進 

目標：「県民が健康でこころ豊かに暮らす社会
の実現」を目指し、「健康寿命の延伸」と
「健康格差の実態解明と縮小」に取り組み
ます。ライフステージや健康状態に   
応じて、生き生きと生活できるよう生活 
習慣病予防を中心とした健康づくりを 
推進します。 

【施策③】高齢者が生き生きと安心して暮ら

せる社会の推進 

 
目標：高齢になっても住み慣れた地域で暮ら

せる社会づくりを推進します。 

【施策④】障害のある人がその人らしく暮ら

せる社会の構築 

 
目標：障害のある人のライフステージに沿った

福祉サービスが提供され、障害のある人が
地域社会の中で人々と共生し、その人  
らしく暮らせる環境を整備します。 

【施策⑤】互いに支え合い、安心して暮ら

せる地域社会づくりの推進 

目標：地域住民が互いに支え合い、安心  

して暮らせる地域コミュニティを再生

します。 

社
会
目
標 

自分が積極的に健康づくりに取り組むことができる環境
にあると感じている県民の割合（％） 

高齢者対策について満足している県民の割合（％） 

障害のある人がその人らしく暮らせる社会づくりが進められ
ていると感じる県民の割合（％） 

地域住民が互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会づくり
が進められていると感じる県民の割合（％） 

ボランティア活動に参加したことがある人の割合（％） ④ 

③ ① ① ② 

⑤ ⑤ 


