
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。） 
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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：一部の進展にとどまっています  
予算額 主な取組 
6,983,965 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 
5,924,785 千円 目標に届いていない ３ 

24 年度の取組（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

しています。また、新たに東葛北部医療圏に救

命救急センターを指定しました。 

課題 

(1) 地域医療連携パスについて、一層普及啓発して

いく必要があります。 
(2) 山武長生夷隅地域には、現在救命救急センター

がなく、重篤な救急患者は隣接医療圏へ搬送し

ていることから、救急搬送時間の短縮を図るた

め、同地域に救急コーディネーターを配置し、

全県的なコーディネート体制を目指す必要があ

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新たに救急コーディネータ

ーを配置し、平成 25 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 
368,231 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 ３ 
422,838 千円 目標に届いていない ２ 

24 年度の取組（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、｢食からはじまる健康

づくり｣として、学童期からの正しい生活習慣

の定着に取り組みました。 
(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) 特定健診・特定保健指導の機会等をとらえ、県

民の生活習慣を改善するために、健診受診率の

向上や研修のスキルアップ等を図る必要があ

ります。 
(2) 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) 特定健診等の受診率向上のために健診データ

の分析結果などの情報提供やより実践的な研

修に取り組みます。また、保護者をはじめとす

る子どもを取り巻くあらゆる大人や職種に生

活習慣の重要性を働きかけます。 
(2) がん検診受診率向上のため、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：概ね進展が図られています  

予算額 主な取組 
6,671,461 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 
7,615,721 千円 目標に届いていない ２ 

24 年度の取組（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、広域型特別養護

老人ホームの整備を行いました。 
(2) 高齢者の総合相談窓口として市町村に設置の地

域包括支援センターの支援及び機能強化のため、

研修や意見交換会を実施しました。 

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) 地域包括センターによっては、職員数、市町村と

の連携状況、支援体制において差があることか

ら、広く県全域における機能強化を図る必要があ

ります。 

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) 地域包括支援センター職員の研修を実施すると

ともに、市町村職員への意識付け及び多職種参加

による地域ケア会議の効果的な運営に向けた支

援を行います。 

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 
1,349,565 千円 目標を達成 ５ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 
1,364,277 千円 目標に届いていない １ 

24 年度の取組（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) 平成 23 年度に障害者就業・生活支援センターを

障害保健福祉圏域ごとに 16 箇所設置したので、

平成 24 年度も障害者の生活上の相談や就労支

援など、地域生活に必要な支援を身近な各地域

で実施しました。 

課題 
(1) スプリンクラーの設置が義務付けされていない

275 ㎡以下のグループホーム等の整備に際し

て、今後、防火対策として建物の建設と一体的

にスプリンクラー整備を働きかけることが必要

です。 
(2) 依然として障害者の工賃が低いことから、工賃

アップに向けた取組みが必要です。 

今後の取組 
 

(1) スプリンクラーの設置義務のないグループホー

ム等に対し、スプリンクラーの整備を推進しま

す。 
(2) 引き続き、県内 16 箇所に増設した障害者就業・

生活支援センターを中心に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事業者の経営強化、販路拡

大、各種研修や官公需の促進に取り組みます。 

 

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 

346,629 千円 目標を達成 ２ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 

345,994 千円 目標に届いていない ― 
24 年度の取組（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、市町村と相談支

援機能の普及方法等意見交換を行いました。 

(2) 「高齢者の住まい研究会」の意見をもとに、

多職種を対象に高齢者向けのバリアフリー改

修に関する研修を開催したほか、バリアフリ

ー改修に係る手引書を作成しました。 

課題 
(1) 総合相談・生活支援等は、中核地域生活支援

センターが行うだけではなく、住民に身近な

市町村も主体的な役割を担うことが期待され

ますが、市町村における体制整備には時間を

要するものと思われます。 
(2) 一層のバリアフリー改修の促進のため、多職

種合同研修の改善や市町村や各関係団体等と

協力・連携を図る必要があります。 

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・継続しながら、市町村への機能普及に向

けて、国による制度化の動向を踏まえて具体

的な意見交換を進めていきます。 
(2) パンフレットの作成や、多職種合同研修の更

なる改善の方法などについて、「高齢者の住ま

い研究会」において研究・検討し、その結果

を踏まえて施策の実施を図ります。 
 

【２４年度のまとめ】 

政策分野２に掲げた４つの社会目標のうち

１つは目標を達成しましたが、残る３つは目

標に届きませんでした。各施策とも社会目標

の達成を目指して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、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 15,719,851 千円 

決算見込額 15,673,615 千円 

進展が図られています １ 

概ね進展が図られています ２ 

一部の進展にとどまっています ２ 

 

(％) (％) 

(％) 

(施策①③) (施策②③) 

(施策③④⑤) (分) (施策①) 
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≪「輝け！ちば元気プラン」３か年の総括（２２年度～２４年度）≫

３か年の総括

３年間の主な成果・課題・次期計画への反映 H22 H23 H24

①安心で質の高い医療サービス
の提供

【３年間の主な成果】
・東葛飾北部圏域における救急救命センターの指定、地域周産期母子医療センターの認定などの整
備が進んだほか、ドクターヘリの出動実績の増加、小児電話相談事業の利用者増、平成22年度にお
ける地域医療連携パスの普及による地域医療連携体制の推進などの成果がありました。

【課題】
・本県は人口当たりの病院数や医師・看護師等の医療従事者数が全国的にみても少なく、地域偏在
もあることが地域医療体制の充実に係る課題となっています。

【次期計画への反映】
・地域に必要な医療の安定的な提供を図るため、医師・看護師などの確保・定着の促進を図るととも
に、救急医療、周産期医療、在宅医療等の体制の整備に努め、住み慣れた地域で安心して暮らせる
医療体制の構築を進めます。

概ね
進展

進展
一部
進展

②生涯を通じた健康づくりの推
進

【３年間の主な成果】
・県の健康づくりに関する施策の基本計画である「健康ちば２１」（計画期間：平成14年度から24年度）
の最終評価を行い、成果と課題を踏まえた「健康ちば２１（第２次）」を策定しました。
【課題】
・高齢化に伴い患者が増加している生活習慣病の発症・重症化防止のため、小児期からライフステー
ジに応じた対策や、県民自らが健康づくりに取り組める地域づくりに向けた取組が必要です。また、死
因の1位を占めるがんについて、予防や良質な医療提供、患者や家族の支援など、総合的ながん対
策の推進が重要です。

【次期計画への反映】
・生活習慣病予防を中心に、個人のみでなく家庭・職場・地域にも視点を置いて、ホームページ等を
通じた健康関連情報の発信、特定健診のデータ分析結果等の情報提供、市町村・民間企業等と連携
したがん検診の普及啓発等に取り組みます。

一部
進展

一部
進展

一部
進展

③高齢者が生き生きと安心して
暮らせる社会の構築

【３年間の主な成果】
・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な介護施設や在宅福祉サービスの基
盤整備の強化、医療・介護が連携した認知症の早期発見・早期治療と適切な支援に向けた取組や福
祉・介護人材の確保・育成事業等を行い成果を上げています。

【課題】
・今後、急速に高齢化が進み、施設介護に対するニーズは引き続き高いものと見込まれます。特別養
護老人ホームの整備の促進と併せて、認知症や一人暮らしの高齢者が安心して地域で暮らせるよう
支援する体制の構築が必要です。

【次期計画への反映】
・介護施設の整備促進や在宅医療・介護の推進、市町村が行う地域の特性に応じた地域包括ケアシ
ステムの構築の促進、総合的な認知症対策の推進、福祉・介護を担う人材の確保・定着対策の推進
など、高齢者が安心して地域で暮らせる社会の構築に取り組みます。

一部
進展

一部
進展

概ね
進展

④障害のある人がその人らしく
暮らせる社会の構築

【成果】
・グループホーム等開設支援を行った結果、整備が促進され定員が平成21年度の2,091人から24年
度には3,066人へと大幅に増加しました。
【課題】
・今後、超高齢社会を迎えるに伴い、高齢期の障害者数の増加が予想されることから、なお一層の障
害福祉サービスの充実と地域基盤の整備が必要になります。
【次期計画への反映】
・障害のある人の地域社会での暮らしを支援するために、ライフステージに沿ってグループホーム等
の地域基盤の整備を図るとともに、身近な地域における相談支援体制や療育支援体制の充実強化を
推進します。

進展 進展 進展

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

【３年間の主な成果】
・相談支援体制の整備促進、高齢社会における福祉と住まいの研究等に取り組み、バリアフリー改修
への支援体制の構築などについて検討を進めました。

【課題・次期計画への反映】
・今後とも支援が必要な人を地域で支えることができるよう、様々な主体の相互連携を促進し、地域課
題の解決に向けた取組や仕組みづくりを支援するとともに、高齢者をはじめとする多くの県民が地域
活動の担い手として活躍できるよう人材の育成等を進めていく必要があります。

概ね
進展

概ね
進展

概ね
進展

２　県民の生活を
支える医療・福祉・
健康づくり

Ⅰ　安全で豊かなくら
しの実現

　「県民の生活を支える医療・福
祉・健康づくり」の政策分野で
は、この3年間において、県民が
住み慣れた地域で安心して医療を
受診し、また、高齢になっても生
き生きと暮らせる社会づくりに向
けて、医療情報提供システムの充
実、周産期及び小児医療体制の整
備、介護施設や在宅福祉サービス
の基盤整備の強化等に取り組んで
きました。

　しかしながら、人口当たりの病
院数や医師・看護師等の医療従事
者数が全国平均を下回っているこ
と、特別養護老人ホームの整備が
全国平均と比べて遅れていること
など、依然として多くの課題が残
されています。さらに、本県にお
ける高齢化率は、平成24年4月の
21.7％から、団塊の世代が全て後
期高齢者となる平成37年には30%
となり、また高齢者人口は約180
万人に達し、医療需要が急増する
と見込まれることから、医師・看
護師の確保等の医療体制の整備や
在宅医療体制の充実などが、ます
ます重要な課題となってきます。
また、健康で長生きできる社会づ
くりに向けて、小児期から高齢期
までのライフステージに応じた健
康づくりへの取組も重要です。

　そのため、医療・介護・福祉を
担う人材の確保・定着や介護施設
の整備に一層取り組むとともに、
高齢者や障害のある人が地域で安
心して暮らせるよう、地域包括ケ
アシステムの構築の促進、互いに
支え合う仕組みづくり等を図って
いく必要があります。

施策項目

施策年度別評価結果
政策分野の総括（まとめ）基本目標 政策分野
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