
基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野２「県民の生活を支える医療・福祉・健康づくり」（県民が地域で支え合い・助け合い、安心して生活できる地域社会を目指し、地域の医療及び福祉を支える体制の整備や人材確保対策などを進めます。さらに、県民一人ひとりの生涯を通じた医療・福祉・健康づくりを進めます。） 

 
 
 

                   

                                                   

 

 

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。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 
6,601,678 千円 目標を達成 ５ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 
6,521,164 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 千葉県共用地域医療連携パスをより使いやすい

ものとするため、県医師会・関係病院等とワー

キンググループを設置し検討を行い、疾病ごと

のパスの改良を図りました。 
(2) 医療機関と消防機関の連携を一層強化し、救急

患者の搬送時間の短縮を図るため、東葛飾地域

と香取海匝地域に救急コーディネーターを配置

しました。また、新たに東葛北部医療圏に新た

に救命救急センターを指定しました。 

課題 

(1) 「千葉県共用地域医療連携パス」の活用・普及

により医療機関相互の連携を図るとともに、県

民にかかりつけ医等を一層持ってもらえるよう

普及啓発を行う必要があります。 
(2) 救急隊患者の平均搬送時間の短縮のため、全県

的なコーディネート体制を目指し、各医療圏に

救急コーディネーターを配置する必要がありま

す。 

今後の取組 

(1) 地域の病院や診療所などの役割分担と相互連携

を促進するため、引き続き「千葉県共用地域医

療連携パス」の活用・普及に係る会議やシンポ

ジウムの開催などを行うとともに、地域住民へ

の広報事業等において、県民にかかりつけ医等

を持ってもらえるよう普及啓発を行います。 
(2) 山武長生夷隅地域における新たな救急コーディ

ネーターの配置に向け、医療機関等の関係者に

よる検討会議を行い、24 年度中のコーディネー

ト開始を目指します。 

②生涯を通じた健康づくりの推進 

目標：県民の健康意識の高揚を図るとともに、ライ

フステージに応じた生活習慣病予防対策を

推進します。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
431,879 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 
453,201 千円 目標に届いていない ４ 

施策の概要（例） 

(1) 特定健診・特定保健指導を担う人材育成のため

の研修を行うとともに、食を通じた健康づくり

事業を実施することでライフステージに応じ

た生活習慣病対策に取り組みました。 
(2) がん予防、がん検診受診率向上の普及啓発やが

ん医療に携わる医療関係者の研修などを行う

ことにより、健康づくりの取組を進めました。 

課題 

(1) 学童期からの正しい生活習慣の定着を県民に

広く働きかける必要があります。また、独居高

齢者等に対する訪問栄養相談を地域ぐるみで

充実させる必要があると考えています。 
(2) 指標でがん検診受診率の目標を一部達成でき

なかったため、市町村、民間企業等と連携した

がん検診の普及啓発を展開する必要がありま

す。 

今後の取組 

(1) 学童期からの正しい生活習慣の定着に取り組

むとともに、高齢者を対象とした食生活の改善

を支援するなど、今後もライフステージに応じ

た生活習慣病の予防を推進します。 
(2) がん検診受診率向上のため、県民に身近な民間

企業等の窓口で啓発リーフレットを配布する

など市町村・民間企業と連携した普及・啓発を

実施します。 
 

③高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会

の構築 

目標：各地域のニーズに応じた介護サービス基盤の 

整備を推進します。 
総括：一部の進展にとどまっています 

予算額 主な取組 
21,869,206 千円 目標を達成 ２ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 
15,670,783 千円 目標に届いていない ４ 

施策の概要（例） 

(1) 一層増大すると見込まれる施設介護のニーズに

対応するため、市町村と連携し、23 年度整備中

のものを含め、23 年度末累計で 1 万 9,000 床を

超える広域型特別養護老人ホームの整備を行い

ました。 
(2) 地域包括支援センター設置に関する市町村から

の相談窓口となり、設置を促進するとともに、地

域包括支援センターの職員が専門性を生かしな

がら、住民の多様なニーズや相談に総合的に対応

できるように研修等の支援をしました。 

課題 

(1) 各地域のニーズに応じた施設整備を進めるため

引き続き、財源を確保することが必要です。 
(2) 設置者である市町村における場所・人員・予算の

確保が今後の課題と思われます。 

今後の取組 

(1) 国への要望をはじめ、財源の確保に向けた取組、

検討を行いながら特別養護老人ホームの整備促

進を図ります。 

(2) 引き続き地域包括支援センター設置のための相

談窓口となるとともに、地域包括支援センター職

員の資質向上のために研修等を実施します。 

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、障害のある人がその人

らしく暮らせる環境を整備します。 
総括：進展が図られています 
予算額 主な取組 
1,674,515 千円 目標を達成 ６ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 
1,780,311 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者

のニーズに応じた多様な住まいの場として、グ

ループホームなどの整備促進と質的向上を図る

とともに、日中活動の場の充実も図りました。 
(2) 障害者就業・生活支援センターを全障害保健福

祉圏域（16 箇所）に設置し、障害福祉施設から

の就労拡大をはじめとして、障害のある人の就

職、職場定着、離職時フォローなどの支援を実

施しすることができました。 

課題 
(1) 小規模な一般住宅をグループホームに転用する

にあたっては、建築基準法等の規制により大規

模改修を行う必要があるため、その改修費が捻

出できず、整備を断念する事態がおきています。 
(2) 依然として障害者の賃金が低いことから、賃金

アップに向けた取組みが必要です。 

今後の取組 
 

(1) 大規模な改修を伴わずに小規模な一般住宅の転

用を可能とするため、厚生労働省などの関係行

政庁に弾力的な取扱が行われるよう今後も申し

入れを行っていきます。 
(2) 引き続き障害者就業・生活支援センターを通じ

て生活支援を充実させるとともに、千葉県障害

者就労事業振興センターを中心に、障害福祉施

設の経営強化、販路拡大、各種研修や官公需の

促進に取組みます。 

 

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。 

総括：概ね進展が図られています 
予算額 主な取組 

334,633 千円 目標を達成 １ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

338,788 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(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のため、福祉サービス

のコーディネート、福祉の総合相談、権利擁

護等を24時間365日体制で行う中核地域生活

支援センター事業を実施するとともに、県内

13圏域毎に市町村と相談支援機能の普及方法

について意見交換を行いました。 

(2) 22 年度に実施した「高齢社会における福祉と

住まいのあり方」に関するアンケート調査の

結果を受け、高齢者の福祉と住まいに関する

研究を行うため、福祉・建築分野などの有識

者から成る「高齢者の住まい研究会」を設置

しました。 

課題 
(1) 総合相談・生活支援に主体的な役割を担う市

町村の体制整備には時間を要するものと思わ

れます。 
(2) バリアフリー改修事例は各々条件が異なり個

別性が強いため、具体的な実施方法について

は、更に研究会で議論を重ねながら決定する

必要があります。 

今後の取組 
(1) 県において中核地域生活支援センターを維

持・継続し、一層の機能の普及や市町村の相

談機関の支援を行ってまいります。 
(2) 福祉・建築関係者による合同研修の実施等、

引き続き研究会での議論を重ねながら具体的

な実施方法等について検討を行います。 
 

【総括】 

政策分野２に掲げた４つの社会目

標については、概ね伸長傾向にありま

すが、必要な取組を講じているものの

進展が遅れている施策もあり、２４年

度目標の実現に向けて、一層の取組が

必要です。 

そのため、医療体制の整備、生活習慣病予防対策や介護サービス基盤の整備

等の取組強化を図り、県民一人ひとりの生涯を通じた医療・福祉・健康づくり

に向けた取組を推進します。 

予算額 30,911,911 千円 

決算見込額 24,764,247 千円 

進展が図られている ２ 

概ね進展が図られている １ 

一部の進展にとどまっています ２ 
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