
施策の達成状況が昨年度と比較して評価区分が変更となった施策の理由等について

部名 課名 施策名
平成21年度
達成状況

参考
平成20年度
達成状況

評価区分変更の理由（成果・問題点等）

商工労働部 企業立地課（１） 企業誘致の推進 B A

　４つの施策展開のうち３つの施策の達成状況を示す上位指標である 「県内への企業立地件数」
及び「県内への再投資に係る企業立地件数」が、景気の低迷による企業の投資意欲の減退や企業
ニーズの高い地域における工業用地の減少等により目標を達成できなかったため、「Ｂ」評価としま
した。

商工労働部 企業立地課（２）
かずさアカデミアパーク
への企業・研究機関等
の集積促進

B A
　平成２１年度の企業誘致は、平成２０年秋のリーマンショック後の景気低迷による企業の投資意
欲の減退もあり、目標を下回ったため、「Ｂ」評価としました。

商工労働部 保安課 産業保安対策の推進 A B
　高圧ガスや火薬類の事故防止、土石砂利等の災害防止対策の推進及び計量検定業務など各施
策について概ね順調に進めてきたところですが、平成２１年度は事故の発生件数の減少に伴い、
上位指標の「A」評価が増えたことから全体的な課の評価を「A」としました。

商工労働部 観光課
観光立県千葉の実現
コンベンションの推進 A B

　「観光地「ちば」の知名度向上」の施策の達成状況を示す上位指標「観光客入込数」について、平
成２０年に比べて４２２万人（２．９％）増加し、評価は「Ａ」となりました。また、「コンベンションの推
進」の達成状況を示す上位指標「経済波及効果」も、コンベンション等を積極的に誘致した結果、評
価は「Ａ」となりました。「魅力ある観光空間の形成」の達成状況を示す上位指標「宿泊客数」につい
ては評価は「Ｂ」でしたが、市町村等による観光関連施設の整備を進めるなど、中間指標の評価は
全て「Ａ」となりました（３件）。また「国際的観光地としての地位の確立」の達成状況を示す上位指標
「千葉県を訪れた外国人旅行者数」については、世界的な不況、円高、新型インフルエンザの影響
などにより目標を達成できませんでしたが、海外向けＨＰの充実を図るなど、中間指標の評価は全
て「Ａ」となりました（２件）。これらのことから総合的に判断して、全体的な課の評価を「Ａ」としまし
た。



平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
施策展開の柱の上位成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

商工労働部 経営支援課
中小企業の事業活動支
援

Ⅲ　まちづくりと一体となっ
た商店街活性化

商店街の空き店舗率
（支援団体を通じた調査）

9.2％
（20年度）

空き店舗率の減少
（21年度）

9.8％
（21年度）

　空き店舗については、地域の活性化、地域商業
の活性化を実現する中で、後継店舗の出店などに
より、結果として減少が図られるものであり、地域
での継続的な取り組みが不可欠です。「商業者の
地域貢献に関するガイドライン」で提案している
「協議の場」や「まちづくり協議会」における合意形
成により、まちづくりと一体となって商店街の活性
化に取り組むことが求められます。
　また、不況下において初期投資の必要な新規出
店に対する意欲が低いことや、空き店舗所有者の
活用意欲の低さが考えられます。

　空き店舗の減少のためには、商店街が地域住民
等にとって「身近な買い物の場」「地域コミュニティ
の場」として魅力があり活気溢れる存在となる必要
があることから、「一店逸品運動等の商業機能向
上」や「広域的集客向上イベント」等商店街活性化
への取組支援について、地域との連携をさらに深
め、社会的課題等への対応を優先採択することと
して実施して行きます。また、新規出店にこだわら
ず、空き店舗のコミュニティ施設等としての活用も
推進して行きます。
　併せて、商業者の地域貢献に関するガイドライン
の運用を通じて、商店街構成員である空き店舗所
有者の意識改革を進めて行きます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進
Ⅰ　戦略的企業誘致活動
の推進

県内への企業立地件数
90件
(19年)

40件
(21年)

24件
(21年)

　景気の後退による企業の設備投資の凍結・見直
しや工業団地の分譲の進展による工業用地の減
少により、県内への企業立地件数は、年度の後半
にやや持ち直したものの、24件と目標の６割にとど
まりました。

　引き続き企業訪問活動や知事によるトップセー
ルス、企業立地アンケートの実施などにより、本県
の多様な魅力を発信していきます。
　また、立地企業補助金や企業立地促進法に基づ
く支援策等を活用し、企業誘致に努めます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅲ　企業立地環境の整備 県内への企業立地件数
90件
(19年)

40件
(21年)

24件
(21年)

　景気の後退による企業の設備投資の凍結・見直
しや工業団地の分譲の進展による工業用地の減
少により、県内への企業立地件数は、年度の後半
にやや持ち直したものの、24件と目標の６割にとど
まりました。

　多様な企業ニーズに対応した工業用地の紹介を
行うため、工場跡地等遊休地情報の収集・提供を
推進します。
　平成22年3月に策定した千葉県総合計画「輝
け！ちば元気プラン」に基づき、市町村との共同に
よる新たな工業団地の整備に取り組むほか、市町
村と連携し、民間による工業団地の整備を促進す
るなど、企業立地の受け皿となる工業用地の確保
に向けた取組を進めます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅳ　顧客サービスの充実
県内への再投資に係る企
業立地件数

45件
(19年)

20件
(21年)

6件
(21年)

　景気の低迷等により、県内の再投資に係る企業
立地件数は、６件にとどまりました。
　世界規模での企業間競争が激化する中で、事業
所の再編や統合により県内工場等が撤退し、及び
他県へ移転する事例が見られます。

　県の経済の発展のためには、県外から新規の企
業誘致を進めることはもとより、県内に既に立地し
ている企業が安定的・継続的に工場等を県内に設
置することが県経済の持続的な発展に重要である
ことから、立地済み企業の動向やニーズを早期に
把握し、県内への再投資を促進するため、引き続
き立地済み企業への訪問活動を実施するなど、市
町村との連携を密にして情報の収集に努めます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
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部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

商工労働部 保安課 産業保安対策の推進
Ⅰ　高圧ガス保安対策の
推進

高圧ガスによる災害の発
生件数

事故件数(19年度)
高圧ガス
保安法関係7件
液化石油ガス　15
件

事故の減少を目指
します。
（21年度）

事故件数(21年)
高圧ガス
保安法16件
液化石油ガス14件

　事故の未然防止を図るため保安技術及び保安
体制の強化・充実及び施設の老朽化への対応等
保安教育の徹底を図る必要があります。

　高圧ガスの事故防止を図るため、高圧ガス関係
団体と連携し、保安講習会や地域防災協議会等
において、過去の事故事例や事故原因を紹介し法
令遵守の徹底及び自主保安の推進を図るなど、
業界及び事業所に対する一層の保安教育を実施
し、事業所及び一般県民等の安全を確保します。

商工労働部 観光課
観光立県千葉の実現
コンベンションの推進

Ⅲ　国際的観光地として
の地位の確立

千葉県を訪れた外国人旅
行者数
（推計値）

95.2万人
（19年）

160万人
（21年）

86万人
（21年）

　外国人旅行者数が目標に至らなかった理由とし
て、外国人旅行者数の推計値（※）の算出基礎と
なる国内の空海港に占める成田国際空港でのア
ンケート数の割合が低下した統計上の事由のほ
か、円高などの影響により、本県外国人来訪者の
多くを占める韓国・台湾からの旅行者が減少したこ
となどが考えられます。

　旅行会社やメディア及び教育旅行関係者に対す
る本県観光情報の提供及び国際観光展出展等を
継続的に実施し、ツアー造成に有効なネットワーク
維持に努めます。

商工労働部 雇用労働課
就業支援と安心して働き
続けられる環境づくりの推
進

Ⅵ　仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に向けた取組みの
促進

一般事業主行動計画策
定率

中小企業　7.8％
（19年度）

中小企業　25.0％
（21年度）

中小企業　7.2％
（21年度）

　中小企業における一般事業主行動計画の策定
については、20年度秋以降の不況等の影響もあっ
て、積極的に策定しようとする企業は増えなかった
と考えられます。

　平成22年度から23年度にかけて、育児介護休業
法や次世代育成法など仕事と子育ての両立支援
に関する法律の改正が相次ぐため、中小企業を個
別訪問して、就業規則の整備等を促したり、“社員
いきいき！元気な会社”宣言企業の募集やアドバ
イザー派遣制度などの県事業を紹介していく「中
小企業の両立支援重点サポート事業」を新たに実
施し、中小企業に対するきめ細かい啓発事業に努
めます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

商工労働部 経済政策課

内部管理事務、総合調整
事務、経済活性化施策・
産業地域育成施策の実
施・調整など

Ⅳ　商工会等による中小
企業の支援活動の促進

地域経済活性化提案型
事業の提案数

―
１５事業
（21年度）

９事業
（21年度）

　地域経済活性化提案型事業については、商工会
等から提案されたいずれの事業予算も比較的大き
くなったことにより、採択事業１件当たりの補助金
額が増大した一方、採択事業数は減少しました。

　地域経済活性化提案型事業については、商工会
等の本事業に対する要望は強く、目標事業数を適
正な数にして、継続実施に努めます。

商工労働部 経済政策課

内部管理事務、総合調整
事務、経済活性化施策・
産業地域育成施策の実
施・調整など

Ⅴ　産業地域の育成に向
けた施策の実施・調整

幕張メッセの来場者数
６１３万人
（１９年度）

６３０万人
（２１年度）

４４８万人
（２１年度）

　平成21年のいわゆる「リーマン・ショック」に端を
発した世界規模の不況の影響を受け、幕張メッセ
の来場者数や利用ホール数が目標を下回ったこと
から、今後は利用促進に向けた取組みの強化をよ
り一層図る必要があります。

　幕張メッセについては、イベントの主催者、来場
者に利用しやすい施設を目指し、更なる施設の改
修や機能改善を図るとともに、新規イベントの戦略
的誘致や、自主企画催事の拡充に努めます。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅱ　研究開発・知的財産
活用支援

産業支援技術研究所受
託研究

10件
(19年度)

14件
(21年度)

8件
（21年度）

　産業支援技術研究所の受託研究では、経営資
源の不足する中小企業に技術的課題の解決や新
製品開発の支援を行いましたが、厳しい経済情勢
のなか、新たに研究を産業支援技術研究所に委
託しようとする企業が多くなかったことから、目標件
数を下回っています。

　産業支援技術研究所の受託研究実績うちの2件
は、国の競争的資金事業の一環で企業の資金負
担の軽減が図られており、今後も外部資金を活用
する企業の需要を取り込んでいきます。さらに、企
業訪問等で潜在需要の掘り起こしを行い、依頼試
験や機器設備使用も含め、研究所を活用する企業
の拡大・促進を図ります。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅱ　研究開発・知的財産
活用支援

産業支援技術研究所及
び東葛テクノプラザにお
ける依頼試験検査の実施
件数

8,272
（19年度）

8,685件
(21年度)

6,066件
(21年度)

　産業支援技術研究所及び東葛テクノプラザにお
ける依頼試験検査件数と機器設備使用件数は、
平成20年秋のリーマン・ショック以降、厳しい経済
状況を反映して20年度に前年度実績を大きく下回
り、その水準で21年度も推移したことから目標件数
を下回っています。ただし、21年度後半には持ち直
しの傾向も見られました。

　企業訪問等で潜在需要の掘り起こしを行い、依
頼試験や機器設備使用も含め、研究所を活用する
企業の拡大・促進を図ります。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅲ　創業から販路開拓ま
で一貫した中小・ベン
チャー企業支援

商談会(県内)参加企業件
数

81件
(19年度)

120件
 (21年度)

91件
（21年度）

　販路開拓については、千葉県と近接する都県等
と連携して広域的な合同商談会を２回開催しまし
た。これらの商談会への千葉県からの参加企業件
数は、平成20年秋のリーマンショックを契機とした
経済活動の低迷により、発注企業の景況が下降
し、発注案件が減少して発注企業の参加が伸びな
かったことなどから、受注企業の参加も伸びず、延
べ91社に留まりました。

　販路開拓については、千葉県と近接する都県等
と連携して広域的な合同商談会を２回開催し、参
加する受発注企業の増加に努めます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進
Ⅰ　戦略的企業誘致活動
の推進

企業訪問件数
822件
(19年度)

750件
(21年度)

643件
(21年度)

　企業の投資意欲を表す企業立地ナビアクセス件
数、企業立地アンケートによる千葉県への立地に
興味をもった企業数、企業からの立地に関する問
い合わせなども低迷し、それらをもとに行う企業訪
問の件数も目標に達しませんでした。

　引き続き企業訪問活動や知事によるトップセー
ルス、企業立地アンケートの実施などにより、本県
の多様な魅力を発信していきます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進
Ⅰ　戦略的企業誘致活動
の推進

企業立地ナビ（ホーム
ページ）アクセス件数

12,890件
(19年度)

20,000件
(21年度)

8,249件
(21年度)

企業立地ナビ（ホームページ）アクセス件数につ
いては、景気後退の影響を大きく受け、企業の設
備投資意欲の減退等により、目標を大きく下回る
結果となりました。なお、この企業立地ナビについ
ては、入口がわかりにくいという声も聞かれますの
で、アクセスがしやすくなるよう改善を図る必要が
あります。

　企業立地ナビについては、内容の充実を図るとも
に、アクセスがしやすくなるよう工夫します。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進
Ⅰ　戦略的企業誘致活動
の推進

企業立地アンケートによ
る千葉県への立地に関心
をもった企業数

45件
(19年度)

60件
(21年度)

41件
(21年度)

　企業立地アンケートによる千葉県への立地に興
味をもった企業数も目標に届きませんでしたが、昨
年8月からの東京湾アクアラインの料金引下げ及
びその積極的なＰＲ活動の実施等により、前年度
の31件から10件増えました。
　今後も、千葉県の立地環境の優位性を積極的に
広報していくことが重要です。

　引き続き企業訪問活動や知事によるトップセー
ルス、企業立地アンケートの実施などにより、本県
の多様な魅力を発信していきます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅲ　企業立地環境の整備
遊休地情報新規登録件
数

7件
(19年度)

10件
(21年度)

3件
(21年度)

　分譲可能な工業用地の減少により、企業ニーズ
に対応した工業用地の紹介が困難な事例が生じ
てきています。

　多様な企業ニーズに対応した工業用地の紹介を
行うため、工場跡地等遊休地情報の収集・提供を
推進します。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅳ　顧客サービスの充実
市町村との共同誘致活動
件数

235件
(19年度)

300件
(21年度)

201件
(21年度)

　景気の低迷等により企業からの立地に関する県
や市町村への問合せが減少していること、分譲可
能な工業用地の減少に伴って紹介できる工業用地
が少なくなってきていることなどにより、市町村と共
同で誘致する件数が目標に達しませんでした。

　県の経済の発展のためには、県外から新規の企
業誘致を進めることはもとより、県内に既に立地し
ている企業が安定的・継続的に工場等を県内に設
置することが県経済の持続的な発展に重要である
ことから、立地済み企業の動向やニーズを早期に
把握し、県内への再投資を促進するため、引き続
き立地済み企業への訪問活動を実施するなど、市
町村との連携を密にして情報の収集に努めます。

商工労働部
企業立地課
（２）

かずさアカデミアパークへ
の企業・研究機関等の集
積促進

Ⅰ　企業・研究機関等の
立地・集積促進

国際会議及び学術会議
の開催件数

37 件
（19年度）

25 件
（21年度）

12 件
（21年度）

　国際会議等については、コンベンション誘致競争
の激化や平成２１年のいわゆる「リーマンショック」
に端を発した世界規模の不況の影響を受けたこ
と、さらに、他施設に比べ、かずさアカデミアホール
は認知度が低いことやアクセスの悪さ等により、目
標を下回ったと考えられます。認知度を上げていく
努力や交通アクセスの向上など、開催件数の増加
に向けた取り組みの強化をより一層図る必要があ
ります。

　国際会議の減少傾向は県下全域の課題でもある
ことから、平成２０年度において観光立県千葉推進
本部内に国際会議等誘致推進部会が設けられ、
県関係機関が連携して国際会議の誘致促進に取
り組んでいるところです。かずさアカデミアホール
への誘致促進については、こうした組織を積極的
に活用するとともに、指定管理者である株式会社
かずさアカデミアパークをはじめ、民間組織とも協
力しながら、国際会議開催主体へのアプローチを
強化し、開催件数の増加に努めてまいります。

商工労働部 雇用労働課
就業支援と安心して働き
続けられる環境づくりの
推進

Ⅳ　中高年齢者に対する
就業支援の推進

ちば仕事プラザネットにお
ける求職者登録数

251人
（19年度）

900人
（21年度）

179人
（21年度）

　ちば仕事プラザネットの登録者数が少なかったの
は、他のネット求人事業との競合があり、当事業に
おける好事例が少なくメリットを紹介できないことに
よると考えらます。

　ちば仕事プラザネットは、他のネット求人事業と
の競合などにより事業効果が少ないことから、平
成22年9月をもって廃止します。

商工労働部 雇用労働課
就業支援と安心して働き
続けられる環境づくりの
推進

Ⅵ　仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に向けた取組みの
促進

“社員いきいき！元気な
会社”宣言企業数

231社
（19年度末累計）

700社
（21年度末累計）

356社
（21年度末累計）

　社員いきいき！元気な会社”宣言企業について
は、目標値には遠く及ばないものの、年間で102社
の新規登録があり、昨年度（27社）よりも大きく増
加しました。

　平成22年度から23年度にかけて、育児介護休業
法や次世代育成法など仕事と子育ての両立支援
に関する法律の改正が相次ぐため、中小企業を個
別訪問して、就業規則の整備等を促したり、“社員
いきいき！元気な会社”宣言企業の募集やアドバ
イザー派遣制度などの県事業を紹介していく「中小
企業の両立支援重点サポート事業」を新たに実施
し、中小企業に対するきめ細かい啓発事業に努め
ます。

商工労働部 雇用労働課
就業支援と安心して働き
続けられる環境づくりの
推進

Ⅵ　仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に向けた取組みの
促進

両立支援アドバイザーの
派遣企業数

―
20社

（21年度）
6社

（21年度）

　一般事業主行動計画の策定が義務付けとなる企
業に対して、両立支援アドバイザーの活用を働き
かけましたが、策定義務化（H23.4）まで少し期間が
あり、まだ準備中の企業が多くてアドバイザーを派
遣する段階ではありませんでした。

　平成22年度から23年度にかけて、育児介護休業
法や次世代育成法など仕事と子育ての両立支援
に関する法律の改正が相次ぐため、中小企業を個
別訪問して、就業規則の整備等を促したり、“社員
いきいき！元気な会社”宣言企業の募集やアドバ
イザー派遣制度などの県事業を紹介していく「中小
企業の両立支援重点サポート事業」を新たに実施
し、中小企業に対するきめ細かい啓発事業に努め
ます。


