
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部環境政策課 課長名 平井俊行 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

千葉県の環境保全についての各種施策の調整・推進を図ります。また、地球規模での環境問題に対し千葉県内での

取組を促進します。 

２ 施策の概要 

施策名 環境保全施策の総合的推進 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ １ － ２

アクションプラン 
における位置付け 

施策１８ 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 
施策１９ 資源循環型社会づくりの推進 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県環境基本計画 
千葉県地球温暖化防止計画 
ちば環境再生計画 

関係
課名

 

（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

生活環境に対する県民の満足度 

（「満足している」との回答の割合） 

出典：県政に関する世論調査 

55.5％ 

（17年度） 

満足度の向上 

（18年度） 

55.5％ 

（18年度） 
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 

「県民の満足度」は「県政に関する世論調査」による数値ですが、この調査は一定の期間内に

行うものであるため、調査時期に大きな事件や社会問題が発生した場合、通年を通して調査す

る場合よりも、その影響を大きく受けることとなります。 

目標の 

達成状況総括 

各種事業を適切に実施し、環境保全施策の総合的推進を図りました。 

具体的には、地球温暖化対策では、温室効果ガス削減に対する取組として「千葉県地球温暖

化防止計画」を改定したほか、同計画の進行管理、県をあげての地球温暖化対策の取組の検討、

見直しを行うための「ちばCO2CO2（こつこつ）ダイエット推進県民会議」を設立しました。 

環境保全活動の推進では、各種学習機会を提供し、目標を上回る参加者がありました。 

また、公害防止協定については、環境管理体制の徹底等事業者に対する指導を継続していま

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 

１４，９３８ ３４，０９２
金額

１３，６５０ １５，４３６

２．９ ３．３
Ⅰ 

（地球温暖化対策の推進） 

 地球温暖化防止に向けた普及啓発の推進や、千葉県地球温

暖化防止実行計画の推進などにより、地球温暖化防止に向け

た取組を展開します。 人員
２．９ ３．３

４９，０４３ ４７，０６４
金額

４５，７５４ ４３，３０９

７．４ ７．２Ⅱ 

（環境保全活動の推進） 

環境問題の変化が的確に捉えられるよう、部内及び庁内各

課の連携の下、環境施策を総合的に展開します。 

また、県民、ＮＰＯ等との協働の場の拡充、エコマインドの醸成、

草の根活動を推進する人づくりなどにより、県民、事業者、行政の

協働による環境活動の実践の環づくりを展開します。 

人員
７．４ ７．２

７８３，２０７ ６８６，８５５
金額

７７１，０５４ ６４９，４３７

８．４ ９．５
Ⅲ 

（事業活動に伴う環境影響の低減） 

 公害防止協定の遵守の徹底、中小企業の環境保全施設の整

備に対する支援や、大規模な事業の実施に当たり行われる環

境影響評価の適正な実施などにより、事業活動に伴う環境影

響を低減していきます。 
人員

８．４ ９．５



（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

温室効果ガスの排出量 ※ 

（二酸化炭素換算） 

81,378千トン／年 

（14年度） 

減少を目指します。 

（18年度） 

73,596千トン／年 

（22年度）<注> 

81,378千トン／年 

（14年度） 

※17 年度排出量を 19

年度において調査 

－

温室効果ガス排出量報告制度の構

築 
― 

報告制度を構築しま

す。 

（18年度） 

報告制度について検

討しました。 

（18年度） 

Ｂ
Ⅰ 

 

団体・グループが実施する地球温

暖化防止活動への支援 
― 

団体取組支援 ３団体

県民グループ取組支

援    １０グループ 

(18年度) 

０グループ 

(18年度) 
Ｃ

環境学習への参加者数 
16,652人 

（16年度） 

16,000人以上 

（毎年度） 

25,451人 

(18年度) 
Ａ

エコマインド養成講座修了者数 
55人 

（16年度） 

50人 

（18年度） 

51人 

（18年度） 
ＡⅡ 

ちば環境再生基金が行う「ＮＰＯ

の環境活動支援」への応募数 

14活動 

（17年度） 

15活動 

（18年度） 

15活動 

（18年度） 
Ａ

中小企業環境保全施設整備資金融

資額 

3億円 

（16年度） 

9.3億円 

（18年度） 

4.2億円 

（18年度） 
Ｃ

ＩＳＯ１４００１取得事業者数 
３７２ 

（16年度末） 

４７０ 

（18年度） 

４６０ 

（18年度） 
ＢⅢ 

エコアクション２１取得事業者数 
１０ 

（１７年８月末） 

２００ 

（１８年度） 

２７ 

（１８年度） 
Ｃ

＜注＞ 家庭、産業など各主体別の削減目標が確実に実施された場合の推計排出量 

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

１． 地球温暖化対策の推進 

温室効果ガスの削減目標を達成するためには、事業者及び県民の意識啓発を図り、一人ひとりの事

業者・県民の具体的な取組を促進していく必要があります。 

２． 環境保全活動の推進 

環境学習の実施が、受講者の環境への理解とともに、環境保全活動への参加など実際の行動へとつ

ながっていくようにしていく必要があります。また、県民環境講座やこどもエコクラブの参加者をみ

ると環境学習への取組に県内においても地域差がみられます。 

３． 事業活動に伴う環境影響の低減 

京葉臨海部に立地する主要な工場と県・地元市の三者により公害防止協定を締結していますが、17

年２月以降、一部の企業において、水質測定結果の虚偽報告などの協定違反が明らかになったことか

ら、17年度に引き続き公害防止協定の理念の徹底に努めていく必要があります。 

今後の 

施策展開 

１． 地球温暖化対策の推進 

① 京都議定書の第一約束期間（2008～2012 年）におけるわが国の温室効果ガス６％削減約束を地域

から推進するため、平成17年度に見直しを行った「千葉県地球温暖化防止計画」に基づき温室効果

ガス削減にむけた各種施策を推進します。事業者に対する県独自の温室効果ガス排出量報告制度の

導入、団体・県民が行う先導的な活動に対する助成、地球温暖化に関するシンポジウムの開催及び

優良事例の表彰、地球温暖化防止活動推進員の活動支援などを実施し、事業者・県民の具体的な取

組の促進を図ります。  

② 県有施設における温室効果ガス削減を図るため、個別施設へのESCO事業導入に向け、公募、提案



審査、事業者選定等を進めます。 

  ※ESCO 事業：建物の改修に当たり、民間事業者のノウハウを活用して光熱水費を削減し、その削

減額で改修に要する経費の全額を賄うもの 

２． 環境保全活動の推進 

 ① 環境学習については、知識の提供のみではなく、参加者がその後、自ら課題を見つけ、行動に移

していくことにつながることを重視して、それぞれの内容充実を図ります。環境保全のための取組

に指導的な役割を担う者や次世代を担う年齢層については、特に環境学習の必要性が高く、その実

施の効果も大きいと考えられることから、重点的な実施を図ります。また、環境学習への取組に差

が見られることについては、市町村と連携し改善していきます。 

 ② ちば環境再生基金については、一層の基金の周知を図るとともに、環境再生の考え方や手法など

についての情報提供を行うことにより、支援事業数の拡大と事業の質の向上を図ります。 

３．事業活動に伴う環境影響の低減 

 ① 適正な環境影響評価の実施について引き続き事業者を指導するとともに、公害防止協定締結工場

に対しては環境管理体制の一層の徹底等を指導していきます。また、人や生態系への影響を考慮し

た有害化学物質対策を推進します。 

 ② 中小企業が行う環境保全施設等の整備を促進するため、資金貸付、利子の一部補助事業を引き続

き行うとともに、最近の環境問題の動向を踏まえ、アスベスト対策のための除去工事及び地球温暖

化防止対策のための施設整備を融資対象に追加します。また、ISO14001、エコアクション21の取得

など環境に配慮した企業の取組を促進します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

平成 17 年２月の京都議定書の発効と千葉県地球温暖化防止計画の見直しを踏まえ、温室効果ガス

削減に対する取組を強化します。 

アスベスト問題や地球温暖化対策に対応するため、中小企業環境保全施設整備資金の融資対象の拡

大を行います。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

環境アドバイザー派遣（通年） 

こどもエコクラブ育成事業（通年） 

環境月間（６月） 

エコマインド養成講座（６～12月） 

４月 

～６月

環境アドバイザー派遣（通年） 

こどもエコクラブ育成事業（通年） 

環境月間（６月） 

エコマインド養成講座（６～12月） 

７月 

～９月 

八都県市地球温暖化防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（７～８月）

県民環境講座（７～２月） 

エコメッセちば2006（８月） 

体験型環境講座・こども環境講座（７～３月）

７月 

～９月

八都県市地球温暖化防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（７～８月） 

県民環境講座（７～２月） 

エコメッセちばin2006（９月） 

体験型環境講座・こども環境講座（７～３月） 

10月 

～12月 

環境シンポジウム全体会（11月） 

地球温暖化防止月間ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（12月） 

10月 

～12月

環境シンポジウム全体会（11月） 

地球温暖化防止月間ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（12月） 

１月 

～３月 

環境白書発行 

 

１月 

～３月

環境白書発行 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ：地球温暖化対策の推進 

国の動向等を踏まえ、「千葉県地球温暖化防止計画」を改定し、取組の一層の充実強化を図るこ

ととしました。更に、県民、学識経験者、事業者、地域活動団体、行政の代表からなる「ちばCO2CO2

（こつこつ）ダイエット推進県民会議」を設立し、９月及び３月に会議を開催しました。これによ

り、同計画の進行管理、県をあげての地球温暖化対策の取組の検討、見直しを行う体制整備が図ら

れました。 

温室効果ガス排出量報告制度の構築については、二酸化炭素排出量及び自主的な取組みの実態調

査を実施し、平成１９年度の制度導入に向けて、国の制度、他都府県等の情報を収集し、関係課と

の調整を進めました。平成１９年度の制度導入に向けて予定どおり進んでおり、目標を概ね達成し

たものと考えます。 

また、県も県内の1事業者であることから、県自らの事務や事業により排出される二酸化炭素の

歳出削減の取組計画として「千葉県庁エコオフィスプラン」を３月に改定し、削減目標を５％から

８％に引き上げ、目標達成に向けて、全職員をあげて排出削減に努めることとしました。 



Ⅱ：環境保全活動の推進 

県民環境講座、エコマインド養成講座、こどもエコクラブ、NPO による公募型環境学習委託事業

の実施や環境学習アドバイザーの派遣、エコメッセちばや環境シンポジウム千葉会議の開催など各

種学習機会を提供し、目標とした 16,000 人を上回る参加者がありました。各種学習機会を通じ、

県民の環境に対する意識の高揚が図られたものと考えます。 

また、平成４年３月に策定した「千葉県環境学習基本方針」の改定について、検討を進めました。

Ⅲ：事業活動に伴う環境影響の低減 

環境影響評価については、４事業（環境影響評価方法書２事業、環境影響評価準備書２事業）に

対して知事意見を提出し、適正な環境影響評価が行われるよう求めました。 

  公害防止協定締結工場に対しては、年間計画書の提出、生産設備の新増設に際しての事前協議及

び規制値や規制措置の確認のための立ち入り検査などを実施し、協定の遵守、環境管理体制の徹底

等、工場の操業による環境への影響が極力低減されるよう努めました。 

 有害化学物質対策については、化学物質対策のあり方について審議し、対策指針の見直しを行う

とともに、リスクコミュニケーション推進のためのモデル事業を行いました。 

 中小企業に対する環境保全施設の整備促進については、１８年にアスベスト対策のための除去工

事及び地球温暖化防止対策のための施設整備を融資対象に追加し、２８件の新規融資あっせんを行

いました。 

これらの取組により、事業活動に伴う環境影響の低減に寄与しました。 

特記事項 

Ⅰ：地球温暖化対策の推進 

改定を行った地球温暖化防止計画は、温室効果ガス排出量の 97%を占める二酸化炭素に関し、各

主体別に削減目標を定め、実効性を高めました。 

また、「ちば CO2CO2（こつこつ）ダイエット推進県民会議」において、温暖化対策に係る県民運

動の展開の方向性等について協議を行いました。 

なお、団体・グループが実施する地球温暖化防止活動への支援については、次年度以降の市町村

との協調補助制度を構築するため、市町村の補助制度や協調補助に関する要望調査を行いました。

残された 

課題 

Ⅰ：地球温暖化対策の推進 

改定を行った地球温暖化防止計画に基づき、県として具体的な事業を展開していくとともに、県

民に対して一層の取組の促進を図る必要があります。 

Ⅱ：環境保全活動の推進 

環境学習の実施により、参加者が環境保全に対する理解を深めるとともに、参加者による環境保

全活動への実践につながっていくようにしていく必要があります。また、環境学習への取組につい

ては、県民環境講座、こどもエコクラブへの参加者数に地域的なばらつきがある等、地域差がみら

れます。 

Ⅲ：事業活動に伴う環境影響の低減 

環境影響評価については、環境を保全するための対策が確実に履行されるよう、事業者を適切に

指導する必要があります。 

公害防止協定に関しては、１８年度に引き続き、企業に対し公害防止協定の理念の徹底に努めて

いくことが必要です。 

 中小企業に対する環境保全施設の整備促進については、本融資制度の周知と充実をさらに図って

いく必要があります。 

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 

Ⅲ：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：地球温暖化対策の推進 

改定を行った地球温暖化防止計画に基づき、温室効果ガス排出量報告制度の導入や ESCO 事業の

推進などの重点プロジェクトを推進していきます。また、温室効果ガスに関するファミリーキャン

ペーン等を実施し、県民に対して一層の取組促進を図っていきます。 

Ⅱ：環境保全活動の推進 

環境学習については、参加者が自ら課題を見つけ、行動に移していくことにつながるよう、内容

の充実を図っていきます。また、環境学習への取組に地域差がみられることについては、市町村と

連携し改善していきます。 

「千葉県環境学習基本方針」について、県民と協働して改定を行い、新方針に基づき、関係する

主体との連携・協働した環境学習の取組を推進するための体制を整備していきます。 

Ⅲ：事業活動に伴う環境影響の低減 

環境影響評価については、知事意見に基づいた環境保全対策等が確実に履行されるために、事後



調査計画書の策定、事後調査結果の報告等をとおして事業者を指導します。 

 公害防止協定については、協定遵守のため、継続して特別立ち入り等を実施し、環境管理体制の

徹底等を指導していきます。 

 中小企業に対する環境保全施設の整備促進については、本融資制度を中小企業者等に活用してい

ただけるよう、パンフレットの作成、配布、県ホームページへの掲載等により積極的なＰＲを図っ

ていきます。また融資対象施設に中小企業でも取得が容易な環境管理システム認証関連施設を加え

ることを検討します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

地球温暖化対策については大きな課題であるが、県民を巻き込んだ地道な取組が重要。既存の事業にとらわれず、

新たな取組についても十分検討すること。 

 


