
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 
県土整備部都市計画課 
県土整備部用地課 

課長名
大羽賀 了一 
石渡  治康 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用及び都市施設の整備に関する各種都市計画手続きや、時代

の変化に対応した都市計画の見直しを行うと共に、国土利用計画法等に係る届出審査を通じ適正な土地利用を図りま

す。 

また、地域性を踏まえた公共施設等が整備された良好な宅地の供給や、宅地の維持保全を含めた防災性の向上に努

めます。 

千葉都市モノレール事業については、千葉市が進めるモノレールの延伸計画について事業推進が図られるよう側面

から支援します。 

２ 施策の概要 

施策名 良好な都市づくりの推進 
施策 
コード

４ － ０ ７ ０ ２ － １

アクションプラン 
における位置付け 

施策13 防災体制の強化と災害に強い県づくり 
施策16 活力ある県土の基盤づくり 
施策17 豊かなくらしと環境を創造する県土の基盤づくり 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県都市基盤整備基本指針 

関係
課名

消防地震防災課・都市整備課・公園緑
地課・下水道課・建築指導課 

（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

都市計画の決定・変更 

社会経済状況にあっ

た適切な都市計画を

決定しています。 

(17年度) 

社会経済状況にあっ

た適切な都市計画を

決定します。 

(18年度) 

社会経済状況にあっ

た適切な都市計画を

決定しました。 

(18年度) 

Ａ

安全で良好な宅地の供給 

諸法令に基づき宅地

開発事業を適正に審

査、指導しています。

(17年度) 

法令の運用や基準の

見直しを進めます。  

(18年度) 

 

法令の運用や基準の

見直しを進めまし

た。  

(18年度) 

Ａ

国土利用計画法に係る届出審査 

土地利用基本計画に

即した届出審査を行

っています。 

(17年度) 

土地利用基本計画に

即した届出審査を行

います。 

(18年度) 

土地利用基本計画に

即した届出審査を行

いました。 

(18年度) 

Ａ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

・都市計画決定の手続きの中で、関係住民の合意形成や環境影響評価対象事業による調査、調

整、検討等に一定の期間を要します。また、まちづくりや地域づくりの基礎自治体である市町

村の意見、特性を活かしながら都市計画の決定、変更を行うと共に、提案制度等を活用した住

民参加によるまちづくりを促進します。 

・事業用借地等による土地利用は、国土利用計画法の届出対象外となる場合があり、審査の対

象外となります。 

目標の 

達成状況総括 

・ 良好な都市づくりの推進に向けて順調に進んでいます。 

この理由として、①適切な都市計画を推進するため、２２都市計画区域（２７市町村）におい

て、都市計画マスタープランに社会経済状況の変化等に対応した都市づくりの基本理念の追加

記述を行うなどの変更を行うとともに、関連する市街化区域や用途地域等の都市計画変更の手

続きを完了したこと、②地域の特性や実情にきめ細かく応じた施策展開を可能とするため、開

発基準の見直しを検討したほか、宅地開発事業の許可権限等のうち、宅地造成等規制法の一部

改正に伴う追加事務及び租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務を権限移譲市へ追加移譲し

たこと、③地価調査、地価公示の地価情報をホームページ等を通じた情報提供により、安心し

て土地取引ができる環境づくり、また、土地月間における県民を対象としたPR活動や、宅建業

者を対象とした法定講習会での講演等を通じ、適正な土地利用の推進に成果を上げることがで

きたこと、④地籍調査事業については、未着手市町村に対し、事業の目的及び効果等の啓発に

努めた結果、２０年度から１市１町が着手予定と、一定の成果を 

 



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 

63,166 84,549 
金額

41,358 51,142 

14．0 14.0 

（適切な都市計画の推進） 

 都市の無秩序な市街地拡大を抑制し、秩序ある市街地の形

成や良好な都市環境のため、健全で適切な土地利用を推進し

ます。また、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保

持するため、適切な規模、位置への都市施設整備を推進しま

す。 

人員
14.0 14.0 

Ⅰ 

3,396 3,170 
金額

1,872 1,586 

11.0 10.0 Ⅱ 

（安全で良好な宅地の供給） 

社会状況を踏まえた適切な開発許可等の基準に基づき、関

係機関との調整のもとに開発許可申請等の審査・指導を行い、

また許可後の事業進捗管理や防災指導などを行うことによ

り、安全で良好な宅地供給に努めます。また、大地震発生後

の宅地の安全性を評価し、二次災害を防止する判定体制の整

備を進めます。 

人員
11.0 10.0 

23,230 17,397 
金額

19,266 17,050 

3.0 3.0 

（土地取引の届出審査） 

 県民にとって限りある財産であり、生活・生産の基盤であ

る県土を、国土利用計画法の趣旨に沿って同法に基づく届出Ⅲ 

を処理し、適正かつ合理的な土地利用を図ります。 人員
3.0 3.0 

202,348 198,840 
金額

201,927 187,226 

3.0 3.0 

（県民が安心できる土地取引の基盤づくり） 

 地価調査事業を通じて、適正な地価形成を誘導します。ま

た、地籍調査事業を通じて地籍を明確化し、県民が安心してⅣ 

土地取引をできる基盤をつくります。 人員
3.0 3.0  

896,733 4,944 
金額

435,183 2,310 

8.9 4.0 

（千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援） 

千葉都市モノレール事業で取得した用地（残地）の管理と

千葉市への引継ぎに努めます。 Ⅴ 

また、千葉市が進めるモノレールの延伸計画について事業 人員
8.9 4.0 推進が図られるよう側面から支援します。 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

現状 目標 達成状況 区
検証指標・手段 

（基準年）  （目標年） （年度） 分

適切に運営していま

す。 
適切に運営します。 適切に運営しました。

(18年度) 
千葉県都市計画審議会の開催 Ａ

(18年度) 
(17年度) 

都市計画決定を行い

ました。 
市町村原案の申出 都市計画決定 

Ａ区域区分等の都市計画見直し状況 
(17年度) (18年度) 

(18年度) 
Ⅰ 

見直し計画案の策定 見直し計画案の策定 
都市計画道路の見直し状況 

１７％ (18年度) (18年度) 
Ａ（県が見直す長期未着手路線にお

ける検討路線の割合） 
１００％ 72％ (17年度) 

(19年度) (18年度) 

開発許可基準の見直しに向けて、

開発許可権限を有する各市との協

議会の実施 

３回／年 ３回／年 ３回／年 
Ａ

(17年度) (18年度) (18年度) 
Ⅱ 

416人 430人 841人 
Ａ被災宅地危険度判定士の養成 

(17年度） (18年度） (18年度） 



国土利用計画法にかかる事後届出

の期限内処理率 

年間約 500 件の届出

に対し、期限内処理率

100％ 

(17年度) 

約 550 件の届出に対

し、期限内処理率

100％ 

(18年度) 

約 930 件の届出に対

し、期限内処理率

100％ 

(18年度) 

Ａ

Ⅲ 

国土利用計画法にかかる事後届出

についての啓発活動の実施形態の

種類・回数 

パンフレット配布 

年2回 

県民だより、千葉日報

各年1回 

宅建主任者法定講習

会での啓発 

年20/20回 

(17年度) 

 

国土法パンフレット、

土地施策（地籍調査、

地価調査等）に係るパ

ンフレット・ポスター

配布。 

県民だより、千葉日報

への掲載 年１回 

宅建主任者法定講習

会での啓発 

年10/10回 

(18年度) 

国土法パンフレット、

土地施策（地籍調査、

地価調査等）に係るパ

ンフレット・ポスター

配布。 

宅建主任者法定講習

会での啓発 

年12/12回 

(18年度) 

Ａ

地価情報提供ホームページの内容

改善によるアクセス数 

年間4500回 

(17年度) 

年間5000回 

(18年度) 

年間6000回 

(20年度) 

年間7,300回 

(18年度) 

 

Ａ

地籍調査事業着手率 
23/74市町村 

(17年度) 

15/56市町村 

(18年度) 

18/56市町村 

(20年度) 

17/56市町村 

(18年度) 

 

Ａ
Ⅳ 

地籍調査事業の啓発のための訪問

市町村数 

18市町村 

(17年度) 

18市町村 

(18年度) 

１９市町村 

(18年度) 
Ａ

Ⅴ 
千葉都市モノレール関連土地の引

継ぎ箇所数 
― 

10箇所 

(18年度） 

１箇所 

(18年度) 
Ｂ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

（適切な都市計画の推進） 

・県、市町村において、情報の共有化不足や認識の相違による制度の未活用や手続きの遅延。 

・時代の要請にあった都市計画の見直しを進めていく必要がある。 

（安全で良好な宅地の供給） 

・開発許可の基準や運用について社会状況の変化を踏まえた見直しを図っていますが、さらに地域性に

配慮した開発行政を推進することや、開発の許可基準等をより分かりやすく、より広く周知するため

の方策も検討課題と考えています。 

・被災宅地危険度判定士がいない市町村について、市町村職員を中心に判定士登録を進める必要があり

ます。 

 

（土地取引の届出審査、県民が安心できる土地取引の基盤づくり） 

国土法に係る事後届出、地価調査事業については、事業そのものについて県民の皆様や市町村担当者

の理解と協力が不可欠ですが、まだ周知が不十分なところがあり、これらの事業のついての周知啓発活

動をより一層行う必要があります。 

（千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援） 

・県では、千葉都市モノレール事業からの撤退に伴い、取得した事業用地（残地）の一括引継ぎについ

て協議してきたが、境界不明等の課題もあり協議中となっています。 

 



今後の 

施策展開 

（適切な都市計画の推進） 

・農林部局や各市町と十分調整を図り、情報の共有化やＨＰ等による情報提供により地域の実情に合っ

た都市計画制度の利活用を図ります。 

・国、県、市町村において十分調整を図り、長期未着手道路の見直しや、地域の実情に合った市街地の

構築等、時代の要請にあった都市計画の見直しを進めていきます。 

（安全で良好な宅地の供給） 

・地域性に配慮した、より安全で良好な宅地の供給を実現するため、開発許可権限の市への移譲に努め

るとともに、基準の検討や運用の統一化及び周知方策の改善などを進めるため、開発許可権限を有す

る市との協議会を実施し連携を図ります。 

・全市町村に必要な判定士を配置することを目標に、登録の少ない地域において判定士養成講習会を開

催するとともに、地域防災計画への位置付けを行い市町村との連携を強化します。 

（土地取引の届出審査、県民が安心できる土地取引の基盤づくり） 

各事業の周知のために、県民便り・新聞・HP等を使い一般の県民の皆様の周知を図るとともに、宅建

業者を対象に国土法の啓発活動を、各市町村の担当者を対象に地籍調査事業についての啓発を行ってい

きます。 

（千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援） 

・今後とも、早期に引継ぎができるよう分割も視野に入れ、千葉市と協議していきます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

（適切な都市計画の推進） 

・まちづくりや地域づくりの基礎自治体である市町村と密接に連携を図り、市町村の意見及び地域特

性の適切な活用や、都市計画に関する情報の共有化を積極的に図ると共に、時代の要請に合った都市

計画の見直しを進めます。 

（安全で良好な宅地の供給） 

・大地震発生時に被災宅地の危険度判定が円滑に行われるよう、地域防災計画への位置付けを行い体

制の整備を図ります。 

（土地取引の届出審査、県民が安心できる土地取引の基盤づくり） 

今年度は市町村合併が進むことから、国土利用計画法の市町村事務や地籍調査事業が円滑に行われ

るように、担当者会議や市町村訪問の内容の見直しを図ります。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・都市計画審議会の開催（四半期毎） 

・環境影響評価委員会（通年） 

・都市協会理事会及び総会の開催 

・開発審査会（２回） 

・宅地防災パトロール 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会総会・

幹事会 

・違反宅地開発一斉パトロール 

・地籍調査事業・国土法等の各市町村担当と

の連絡調整 

・国土法パンフレット作製・配布 

・地価調査委員会開催、データ提供実態報告

・宅建業者を対象とする国土法講習 

４月 

～６月

・環境影響評価委員会 

・都市協会理事会及び総会の開催 

・開発審査会（２回） 

・宅地防災パトロール（通年） 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会総会・幹事

 会 

・違反宅地開発一斉パトロール 

・違反宅地是正指導（随時） 

・国土法等市町村担当者会議開催 

・国土法パンフレット作製・配布 

・地価調査委員会開催（２回） 

・宅建業者を対象とする国土法講習（３回） 

７月 

～９月 

・都市計画審議会の開催（四半期毎） 

・区域区分等に関する都市計画見直し案作成

・県民への広報活動 

・開発審査会（２回） 

・宅地開発連絡協議会 

・ゴルフ場の無農薬管理実態調査 

・開発許可担当者会議 

・地価調査事業・データ作製 

・地価調査結果公表（県報・HP等） 

７月 

～９月

・都市計画審議会の開催 

・区域区分等に関する都市計画見直し案作成 

・県民への広報活動の実施 

・開発審査会（３回） 

・宅地開発連絡協議会 

・ゴルフ場の無農薬管理実態調査 

・地価調査委員会開催（１回） 

・地価調査結果公表（県報広告・HP・報道発表等）

・地籍調査未着手市町村啓発活動（市町村訪問）



・地籍調査未着手市町村啓発活動 

（市町村訪問） 

・宅建業者を対象とする国土法講習 

・宅建業者を対象とする国土法講習（３回） 

10月 

～12月 

・都市計画審議会の開催（四半期毎） 

・都市協会先進地視察研修の開催 

・開発審査会（２回） 

・宅地開発連絡協議会 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会幹事会

・違反宅地開発一斉パトロール 

・違反宅地集中是正指導 

・ゴルフ場開発事業者へのヒアリング調査 

・土地月間事業の実施（国土法の啓発活動と

してポスター貼付、土地月間ホームページ作

製、マスメディアを通じての広報等） 

・地籍調査先進地視察 

・宅建業者を対象とする国土法講習 

10月 

～12月

・都市計画審議会の開催（２回） 

・都市協会先進地視察研修の実施 

・開発審査会（２回） 

・宅地開発連絡協議会 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会幹事会 

・違反宅地開発一斉パトロール 

・被災宅地危険度判定士養成講習会・登録 

・土地月間事業の実施（国土法の啓発活動として

ポスター貼付、土地月間ホームページ作製、マ

スメディアを通じての広報等） 

・宅建業者を対象とする国土法講習（３回） 

 

 

１月 

～３月 

・都市計画審議会の開催（四半期毎） 

・区域区分に関する都市計画見直し決定告示

・東京外かく環状道路環境保全部会の開催 

・都市協会実務担当者研修会 

・開発審査会（２回） 

・宅地開発連絡協議会 

・被災宅地危険度判定士養成講習会・登録 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会幹事会

・国土調査担当者実務講習会 

・地価公示結果公表（HP等） 

・宅建業者を対象とする国土法講習 

・事業の総括・次年度計画策定 

１月 

～３月

・都市計画審議会の開催 

・区域区分に関する都市計画見直し決定告示 

・東京外かく環状道路環境保全部会の開催 

・都市協会実務担当者研修会の実施 

・開発審査会（２回） 

・宅地開発連絡協議会 

・被災宅地危険度判定士養成講習会・登録 

・被災宅地危険度判定地域連絡協議会幹事会 

・ゴルフ場開発事業者へのヒアリング調査 

・国土調査担当者実務講習会 

・地価公示結果公表（報道・HP等） 

・宅建業者を対象とする国土法講習（３回） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 適切な都市計画の推進 

  都市計画の見直し方針に基づき、時代に適合した都市計画の見直しを実施しました。この中で、

 ２２都市計画区域（２７市町村）において、都市計画マスタープランに社会経済状況の変化等に

対応した都市づくりの基本理念の追加記述を行うなどの変更を行うとともに、関連する市街化区

域や用途地域等の都市計画変更の手続きを完了しました。また、都市計画道路の見直しについて

は、候補路線の選定をしました。 

Ⅱ 安全で良好な宅地の供給 

  計画的で良質な宅地形成のため、政令市、中核市及び事務処理市と連携をとり、都市計画法、

条例及び指導要綱等により宅地開発事業に係る開発許可制度の適正な運用と、無秩序な開発や違

反宅地開発の未然防止に努めるとともに宅地開発事業の違反について是正指導を行いました。 

  また、災害時における擁壁の崩壊等による二次災害を防止するため、市町村の協力のもと、被

災宅地危険度判定士を大幅に増やしました。 

Ⅲ 土地取引の届出審査 

国土利用計画法に係る届出制度について、土地月間における県民を対象とした広報活動や、宅

建業者を対象とした法定講習会での講演等を通じ周知・啓発に努めた結果、法定期限内届出の遵

守に成果を挙げることができました。 

Ⅳ 県民が安心できる土地取引の基盤づくり 

  地価調査、地価公示に係る事業展開を通じ、地価に係るデータが県民に提供され、安心して土

地取引ができる環境づくりに、一定の成果が挙げられました。 

  また、地籍調査事業については、未着手市町村に対し、事業の目的及び効果等の啓発に努めた

結果、２０年度から１市１町が着手予定と、一定の成果を挙げることができました。 

Ⅴ 千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援 

  当該土地の千葉市におけるそれぞれの引継部局等を取り決め、手続きについて協議を行うとと

もに、引継ぎ資料を整理しました。 

  側面支援については、市の計画の進捗状況を確認しました。 



 

 
 特記事項 

Ⅰ 適切な都市計画の推進 

  平成１８年度の都市計画法の改正に伴う主な制度改正が、平成１９年度中に施行され、効力を

発生することとなるため、改正内容を含めた都市計画の適切な運用ができるよう図る必要があり

ます。また、都市計画道路の見直しについては、具体的な見直し計画を策定する必要があります。

Ⅱ 安全で良好な宅地の供給 

平成18年 5月（19年 11月施行）の都市計画法の一部改正に伴う関係条例の一部改正が必要と

なります。また、上記関係条例の一部改正に併せた開発許可基準等の見直しの検討が課題となり

ます。 

残された 

課題 

Ⅳ 県民が安心できる土地取引の基盤づくり 

  本県の地籍調査の進捗率は、全国平均４７％に対し、約１２％となっていることから、地籍調

査事業の推進を図る必要があります。 

Ⅴ 千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援 

  具体的な引継ぎ手続きを取り決め、必要な書類等を作成する必要があります。また、引き続き

側面支援を行う必要があります。 

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 

Ⅳ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ 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 

Ⅰ 適切な都市計画の推進 

  千葉県及び県内市町村の都市計画手続きを停滞させないために、関係市町村の意見等を的確に

把握しながら、都市計画の円滑な推進に向けて取り組みます。また、都市計画道路の見直しにつ

いては、市町村と協働して、課題整理と対応方針を検討しながら、具体的な見直し計画（案）の

策定を進めます。 

課題への Ⅱ 安全で良好な宅地の供給 

対応策   関係条例の一部改正を行います。 

Ⅳ 県民が安心できる土地取引の基盤づくり 

  未着手市町村に対し、市町村訪問や講習会等の開催、参加を通じ地籍調査事業の目的及び効果

等の啓発に努め、早期着手を働きかけるなど事業の推進を図ってまいります。 

Ⅴ 千葉都市モノレールの用地引継ぎ及び側面支援 

  県管財課、千葉市、隣接地主等と協議を進めるとともに、必要な側面支援を行います。 

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

・社会経済状況にある適切なまちづくりを進める上で、都市計画制度の利活用は重要であることから、市町村等と連

携して取り組んでいくこと。 

・開発許可制度における許可基準の周知を図るとともに、災害防止や違反宅地開発の未然防止に取り組むこと。 

 


