
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 
（18年度）総合企画部報道監 

（19年度）総合企画部報道広報監 
課長名 髙橋 信一 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

施策・事業の目的の効果的な達成につながり、県民の理解と信頼を得る広報をめざして、重要広報テーマの全庁を

あげた総合的・効果的な広報の実施や、県の施策や事業ごとの広報の統一的・総合的な展開という戦略的な広報を

進めるとともに、県民ニーズの高い情報や重要課題への県の先進的な取り組みや魅力などを県内外に向け、わかり

やすく、効果的に広報していきます。 

さらに、「徹底した情報公開」のもとで、県政に対して、意見・提案が活発に行われ、県民の県政への参加が促進

されるよう効果的な「広報・広聴」を展開します。 

２ 施策の概要 

施策名 効果的な広報・広聴の推進 
施策 
コード

4 - 0 1 0 3

アクションプラン 
における位置付け 

県内外への効果的・戦略的な広報とひらかれた県政運営 

上位政策 
計画等 

「あすのちばを拓く10のちから」 
（自治のちから） 

関係
課名

企画調整課、政策法務課、NPO 活動推
進課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

県政に対する関心度（関心がある割合） 

60％ 

（17年度） 

（「地域政策情報」時

事通信社） 

現状以上 

（18年度） 

60％ 

（18年度） 

（「県政に関する世

論調査」） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

県政への関心は、県政の広報や県民参加の推進以外にも、県政に関わる事件や大規模イベン

トなどの状況に大きく影響される部分もあると考えられます。 

目標の 

達成状況総括 

 広報・広聴活動の推進については、概ね順調に進んでいます。 

 具体的には、 

① 千葉県ホームページへのアクセス件数の増加、 

② ちばＤＣを中心に積極的なパブリシティを実施したことにより、全国・地域メディアへの

千葉県情報の掲載件数の急増、 

③ 千葉県の統一ロゴの作成と活用により、“千葉”からの情報発信を明確化、 

 などが挙げられます。 

 また、情報公開と説明責任については、情報公開制度の適切な運用や政策評価制度の効果的

な運用により、県民等の意見・提案する機会の確保と県民等の声の県政への反映についても、

「ちばづくり県民コメント制度」の活用や主な県民の声とその対応状況の千葉県ホームページ

での公表などにより、ひらかれた県政運営に貢献しています。 

 一方で多少の課題も残っています。 

 まず、「県の広報番組」を見る人の割合が少なく、県政情報の的確な伝達のため、今後、媒体

の特性を活かした情報発信に工夫の余地があると思われます。 

また、世論調査の中で、意見を述べやすくするために必要なこととして徹底した情報公開及

びシステム整備が上位に掲げられていることから、県が実施している情報公開の現状や県民意

見聴取の手法に関する積極的なＰＲが必要であると思われます。 

 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

５３２，６３５ ６１５，３４４ 

金額

４８８，９００ ５５７，７４６ 

２２．３ ２５．８ 

Ⅰ 

（広報活動の推進） 

・戦略的な広報の推進 

県の重要施策について、施策担当課と報道監が密接に連携

し、明確な戦略をもった広報と関連する事業間での連携を図

った効果的な広報を展開します。 

・県民への効果的な広報の推進 

県民ニーズの高い情報などを県民に適切に伝えていくため、

県民だより・新聞やＴＶ・ラジオなどの県広報番組、県ホー

ムページなどにより、わかりやすく・タイムリーに情報を

発信します。 

・全国に向けた情報発信 

重要課題への県の先進的な取組みや魅力などを全国に向け

て発信し、県内外に千葉県をアピールしていきます。 

人員

２２．３ ２５．８ 

４６，６６４ ４１，０２８ 

金額

３８，９６７ ３３，１７８ 

１１．０ ７．７ 
Ⅱ 

（広聴活動の推進） 

・県民の意見・提案を県政に反映させる制度の積極的な運用

県民誰もが県政に対して、意見・提案のできる機会を確保し、

県民の意見が県政にされるよう、「ちば県民コメント制度

（パブリックコメント）」の積極的な活用や「県政に関する

世論調査」の拡充など広聴制度の充実を図ります。 

また、県民からの意見・提案やこれらに対する県の取組みや

考え方を県ホームページ「県民参加のページ」に積極的に

掲載していきます。 

人員

１０．０ ７．７ 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

パブリシティ※活動による各種マ

スメディアへの掲載件数 

88件 

（16年度） 

増加を目指します 

（18年度） 

367件 

（18年度） 
A

広報紙「ちば県民だより」を「よ

く読む」人の割合 

23.0％ 

（17年度） 

（「地域政策情報」時事通信社）

増加を目指します 

（18年度） 

24% 

（18年度） 

（県政に関する世論調査）

A 

広報紙「ちば県民だより」の「情

報・内容のわかりやすさ」を「良

い」と思う人の割合 

12％ 

（17年度） 

（「地域政策情報」時事通信社）

増加を目指します 

（18年度） 

13% 

（18年度） 

（県政に関する世論調査）

A

県提供のテレビ番組を「よく見

る」・「ときどきみる」人の割合 

46.0％ 

（17年度） 

（「地域政策情報」時事通信社）

50.0％ 

（18年度） 

19% 

（18年度） 

（県政に関する世論調査）

C

Ⅰ 

千葉県ホームページへのアクセス

件数 

616万件／月 

（16年度） 

800万件／月 

（18年度） 

743万件／月 

（18年度） 
B

Ⅱ 

「ちばづくり県民コメント制度」

において、10件以上の意見が寄せ

られる案件の割合 

38.5％ 

（16年度） 

50.0％ 

（18年度） 

67.6％ 

（18年度） 
A

※ パブリシティ：企業・団体・官庁などが、その製品・事業などに関する情報を積極的に提供し、各種広報媒体    

（テレビ・ラジオ、新聞など）に、報道記事として取り上げられるように働きかける広報活動のことです。 

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

千葉県の重要施策の取り組みやイベント、魅力等の全国発信の強化と、より積極的なパブリシティ

活動が課題です。 

 また、電子会議室の設置や県民の声データベース化について検討した結果、現状では導入が困難で

あるが、インターネットを活用した県民参加の手段の充実を図る必要があります。 

 更に、県民ニーズに対応した県政運営を進めていく中で県民の意識や意見等をより的確に把握する

必要があります。 

今後の 

施策展開 

施策担当課と報道監が密接に連携し、重点広報テーマを設定するとともに、これまでの広報媒体に

加え、専門的な全国誌の活用や、より積極的なパブリシティなどにより、本県の先進的な取り組みや

イベント、魅力等の県内外への発信を強化し、施策・事業の目的の達成につながる効果的・戦略的な

広報を展開します。 

 また、インターネットを活用した新たな県民参加の手段を検討します。 

 更に、県民意識を踏まえた県政運営の推進のため、「県政に関する世論調査」や県ホームページ「県民

参加のページ」を充実します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

 全国発信やパブリシティ活動を強化するため、新たな広報手段を活用するとともに、関係部局との

連携を強化するため、重点広報テーマの設定や広報支援活動、施策担当課との広報の協働展開を図り

ます。 

 また、県民の意識や意見等をより的確に把握し、県政運営に反映していくため、「県政に関する

世論調査」の調査回数を年１回から年２回へ増やすとともに、調査内容の充実を図ります。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・広報広聴推進委員会の開催(通年) 

・重点広報テーマの広報展開(通年) 

・戦略的重点広報計画の策定及び実施（随時）

・ちば県民だより、テレビ、ラジオ、千葉県

ホームページなどによる広報（通年） 

・報道機関へのパブリシティ活動（通年） 

・ニュースリリースの発行と在京メディアの

パブリシティ活動（通年） 

・県ホームページ「県民参加のページ」の 

運用（通年） 

・「ちばづくり県民コメント制度」の運用 

 （通年） 

４月 

～６月

・広報広聴推進委員会の開催(通年) 

・重点広報テーマの広報展開(通年) 

・戦略的重点広報計画の策定及び実施（随時） 

・ちば県民だより、テレビ、ラジオ、千葉県ホー

ムページなどによる広報（通年） 

・報道機関へのパブリシティ活動（通年） 

・ニュースリリースの発行と在京メディアのパブ

リシティ活動（通年） 

・県ホームページ「県民参加のページ」の 

運用（通年） 

・「ちばづくり県民コメント制度」の運用 

 （通年） 

・インターネットアンケート調査（第1回） 

７月 

～９月 

・県政に関する世論調査（第1回） ７月 

～９月

・県政に関する世論調査（第1回） 

・インターネットアンケート調査（第2回） 

10月 

～12月 

・次年度重点広報テーマの検討 

10月 

～12月

・次年度重点広報テーマの検討 

・千葉県統一ロゴの作成 

・県政に関する世論調査（第2回） 

・インターネットアンケート調査（第3回） 

１月 

～３月 

・県政に関する世論調査（第2回） １月 

～３月

・「ちばＤＣ」関連情報の掲載実績 

・インターネットアンケート調査（第4回） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 広報活動の推進 

  戦略的な広報活動を進めるため、平成18年度重点施策である「ちばＤＣ」の広報に対し、事業

担当課と連携を密にして、互いに協力・補完しあいながらパブリシティを実施した結果、ちば  Ｄ

Ｃ関連情報について、180を超える媒体（テレビ、全国雑誌、地域紙等）が取り上げてくれる   な

ど、重点的な広報活動ができました。 

  また、職員自らの積極的なパブリシティ活動や千葉県ニュースリリースの発行（通常号19回、

特集号2回）などをした結果、メディアへの掲載件数が367件となる実績をあげ、県内だけではな



主な成果 

なく全国に千葉を発信できました。 

  さらに、千葉県統一ロゴを作成し、各種広報物に提示することで、千葉からの情報発信である

ことを強調するとともに多様な魅力を「千葉の魅力」として集約することができました。 

  他に、県の広報媒体を積極的に活用し、県民に対して多くの県政情報が提供でき、特に障害者

条例など大きな案件については、県民だよりの特集紙面を使用するなどより深く詳細について

伝達することができました。 

  また、県提供テレビ放送番組を放送後、千葉県ホームページに配信することにより、より多く

の県民に情報を伝達することができました。 

  このような取組みの結果、県の重要施策や各種政策などの県政情報を様々な手段で簡単にわか

りやすく把握できるようになり、県民参加が促進されたと思います。 

Ⅱ 広聴活動の推進 

  広聴活動では、「知事への手紙」「お聞きします ちば」（県政への意見及び提案、県民相談）を

実施するとともに、「ちばづくり県民コメント制度」の積極的な活用を図りました。 

この結果、平成 18年度では、39の計画や条例案などについての意見募集を実施し、平成 17年

度を上回る930件（平成17年度784件）の意見が寄せられ、平成18年度末で25の計画や条例案

の結果を公表しました。 

  また「県政に関する世論調査」を郵送方式により年 2 回（8、11 月）に実施した結果を踏まえ

施策の企画・立案及び見直しなどの資料として活用し、反映することとしています。 

本年度からアンケート調査協力員を募集し、インターネットアンケート調査を年 4 回（5、8、

11、2月）実施し、調査結果を千葉県ホームページに公表しました。 

各所属で開催されるタウンミーティングなどの開催情報を千葉県ホームページに一元的に掲載

し、県民への周知と参加を促進しました。 

  このような取組みの結果、県民の意見等をより聴取出来るように改善されたと思われます。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ 広報活動の推進 

  広報活動については、より多くの県民に県政情報を発信し、県政への理解を深めてもらうため

に、県広報媒体の充実や魅力的で理解しやすい情報発信手法を継続的に取組む必要があります。

  また、県情報を県内外のより多くの人たちに発信し、千葉県の魅力と県政について理解を深め

てもらうには県広報媒体のほか各種メディアが必要不可欠であり、今後も引き続き積極的なパブ

リシティ活動を行う必要があります。 

Ⅱ 広聴活動の推進 

  広聴活動については、県民と一体となった県政を推進していくには県民からのより多くの意見  

等を取入れ、県政に反映させることが重要です。今後、インターネットアンケート調査の回答率

をアップさせ、幅広い意見等を提出していただくために更なる工夫をする必要があります。 

方向性 

  Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 広報活動の推進 

  報道広報監と各部局が密に連携し、重点施策等について計画的な広報を十分調整し、的確かつ

効果的な広報を推進するとともに引き続き積極的なパブリシティ活動など行い、千葉の魅力等を

県内外へ発信することを強化します。 

Ⅱ 広聴活動の推進 

  県民からの意見等を県政に反映するように広聴手段を利活用し、より一層の充実を図ります。 

 
（二次評価結果） 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 各部局との連携を密にし、より積極的かつ効果的にパブリシティ活動等を行い、千葉の魅力等を県内だけではなく

全国に向けた広報に取り組むこと。 

 県民が利用しやすく、また、理解しやすいようにより一層の充実が図れるよう取り組むこと。 

 


