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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２、概ね達成４、目標に届かず２） 

26 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いました。
また、看護師等学校養成施設の施設・設備整備へ
の支援による養成定員の拡充や看護学生への修
学資金貸与を行うなど、医師・看護職員の確保・
定着に努めました。 

(2)救急患者搬送時間短縮のために救急コーディネ
ーターを配置するとともに、ドクターヘリや救命
救急センター等に対する運営費の補助や、平成
26 年 4 月に開設された東千葉メディカルセンタ
ーへの支援を実施し、救急医療体制の整備に努め
ました。 

課題 
(1)県民に効率的で切れ目のない医療を提供するた
め、急性期病院と回復期病院、かかりつけ医の連
携が重要であり、ICT を活用し、効率的な医療連
携の促進が求められています。  

(2)県立病院の医療水準を高めるため、研修医や看
護師の確保・育成事業の強化に取り組む必要があ
ります。また、施設整備等を計画的に行う必要が
あります。 

今後の取組方針 
(1)医療情報共有システム整備に対し補助を行い、
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、医療機関の機能分化と
連携体制の強化・充実を図ります。 

(2)職員の医療技術向上のため資格取得支援の充実
や、人材確保・育成のため病院説明会開催に係る
広報活動の強化に取り組むとともに、千葉県保健
医療計画で示す県立病院の役割等も踏まえ、適切
な医療を提供するため、計画的な施設の整備等を
進め、県立病院の充実・強化を図ります。 

 

総括：概ね進展が図られています 
※主な取組の実施状況 
（達成１、概ね達成３、目標に届かず１） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)「健康ちば推進県民大会」における講演会や特定
健診・特定保健指導従事者研修会において、生活
習慣病予防や重症化防止のための情報提供・普及
啓発などを行うとともに、健康情報ナビの開設な
ど健康関連情報の発信を行い、県民の健康に対す
る意識の高揚を図りました。 

(2)特定健診・特定保健指導を担う人材育成のため、
実践的な内容を取り入れた研修を実施しました。
また、食育について、企業や農林漁業者、食生活
改善推進員など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
の活動を通じて普及啓発を図り、生活習慣病対策
に取り組みました。 

課題 
(1)特定健診・特定保健指導従事者の人材育成につい
ては、数的確保は順調に進んでいることから、今
後は、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。 

(2)県内市町村の健康増進計画策定状況は全国的に
見ても低い状況にあります。 

今後の取組方針 
(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)市町村における健康増進計画の策定に向け、会議
や研修などを通じて取組の支援を実施します。 

総括：概ね進展が図られています 

※主な取組の実施状況 
（達成３、概ね達成１、目標に届かず１） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)介護事業所との連携が図られているなど、良質な

サービス付き高齢者向け住宅を整備する事業者に

対し、建設費の一部への補助を開始するとともに、

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 400 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)『商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献（「ち

ばＳＳＫプロジェクト」等）に関するガイドライ

ン』を策定し、５企業・団体と協定を締結しまし

た。商業者等が、日常業務の中で、声かけや見守

り、生活支援等を行うことで、高齢者が安心して

暮らせる地域社会づくりが推進されました。 

課題 
(1)特別養護老人ホームの整備については、今後も一

層増大が見込まれる施設介護に対するニーズや、

建築工事費の高騰に伴う設置者の負担増により、

整備の遅延が懸念されます。 

(2)認知症サポート医養成研修受講後の活動が個々の

医師に任されており、専門医療機関や市町村等との

連携が十分ではない現状にあります。 

今後の取組方針 
(1)特別養護老人ホームの整備を進めるため、市町村

と密接な連携を図るとともに、国への要望をはじ

め、財源確保に向けた取組や検討を行います。 

(2)認知症サポート医に対して、地域包括支援センタ

ー職員等とのグループディスカッションを含むフ

ォローアップ研修を実施するなど、医師と地域包括

支援センターとの連携強化を図ります。 

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２、目標に届かず５） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)障害のある人が地域で生活できるよう、障害者支

援施設や精神科病院からの一層の地域移行を図る

ため、グループホームの開設支援や運営費の補助

など整備を促進し、グループホームの定員が増加

しました。 

(2)「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉

県づくり条例」（障害者条例）に基づき差別解消に

取り組むとともに、障害のある人に対する理解の

促進に努めました。 

課題 
(1)障害のある人に対し、その人の障害特性やニーズ

に合わせ地域で包括的に支援する体制をつくるた

め、地域における相談支援事業者や障害福祉サー

ビス事業所、また保健医療、教育、雇用などその

他支援機関が連携することが必要です。 

(2)障害のある人の就職件数は増加していますが、就

職した人の定着支援、工賃向上などが課題です。 

今後の取組方針 
(1)障害のある人の障害特性やニーズに合わせ、地域

で包括的に支援する体制づくりに向け、千葉県総

合支援協議会で議論し、市町村等と連携しながら

検討を進めます。 

(2)障害者就業・生活支援センターを県内全圏域に設

置し、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うとともに、就職後の

定着支援のため、企業支援員による職場へのアド

バイスなどに取り組みます。また、障害者福祉施

設の共同受注の取組を推進するとともに、受発注

のマッチングを推進します。 

 

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２、目標に届かず１） 

26 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。 

課題 
(1)地域コミュニティの活性化については、各団体
による協働の取組が地域に根付きつつあります
が、進んでいない地域もあるため、県内各地へ波
及させていくことが必要です。 

(2)本県は全国で 2 番目の速さで高齢化が進むと予
測されていることから、生涯大学校を活用した人
材の育成やシニアクラブへの支援等により、高齢
者を地域福祉の担い手として積極的に参加でき
るような取組が求められます。 

今後の取組 
(1)県が支援をした協働の取組を広く周知するとと
もに、有識者による講演や優良な協働事例の紹介
などを行い、各地域での協働を促進します。 

(2)卒業生の活動の機会を確保するため、市町村と
の連携強化や各学園のコーディネーターが卒業
生情報と地域活動情報の集約によるマッチング
に努めます。また、各市町村老人クラブ連合会に
対し積極的に研修の実施を働きかけ、老人クラブ
会員の地域における支え合い活動への参加を図
ります。 

 

H２６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（％） 


