
基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野４「みんなで守り育てる環境づくり」（将来の発展を支える本県の豊かな自然をしっかりと子どもたちに引き継ぐために、低炭素・資源循環・自然共生という３つの観点の下、環境の保全・再生に取り組むとともに、県民・企業・

行政などあらゆる主体の積極的な取組を促進します。） 

 
 
 

 

①地球温暖化対策の推進 

目標：県民・事業者・市町村などあらゆる主体と連携し、二酸化炭素排出量を削

減します。 
総括：一部の進展にとどまっています 

当初予算額 主な取組 

474,392 千円 目標を達成 ― 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 

352,720 千円 目標に届いていない ６ 

 

24 年度の取組（例） 

(1) 省エネルギーなどに積極的に取り組む優良事業所を登録し、その取組を広く

紹介する制度の検討を進め、25 年度から制度を開始することとなりました。

また、県庁における環境負荷の低減に取り組んでいくため、「千葉県庁エコオ

フィスプラン」（第 3次）を策定しました。 

(2) 24 年 3 月に策定した「新エネルギーの導入・既存エネルギーの高度利用に係

る当面の推進方策」に基づき、民間事業者や市町村の新エネルギー関連のプ

ロジェクト展開を支援するとともに、5件の重点支援プロジェクトについて、

庁内横断的に円滑な事業化を支援し、順調に計画が進捗しています。また、

家庭における住宅用太陽光発電設備の導入に対する助成を実施しました。 

課題 

(1) 東日本大震災後の国における温暖化対策やエネルギー政策の動向が不透明で

あることから、次期千葉県地球温暖化防止計画の策定に当たっては、動向を

踏まえる必要があります。 

(2) 東日本大震災に伴い電力供給が不足している状況にあるため、今後もエネル

ギー分散確保の観点から更なる新エネルギーの導入促進を図る必要がありま

す。 
今後の取組 

(1) 東日本大震災後の国における温暖化対策やエネルギー政策の動向を踏まえ、

次期千葉県地球温暖化防止計画の策定を含めた体系的な温暖化施策を推進し

ていきます。この中で、特に新エネルギーの導入や省エネルギーの推進のた

めの支援策の検討を進めます。 

(2) 県有施設における省エネルギー化を推進するため、引き続き省エネ改修の検

討を進めます。また、引き続き市町村や事業者が実施する省エネ設備等の整

備を支援する方策を検討するとともに、住宅用太陽光発電設備導入補助など、

県民による省エネルギー対策への支援策を実施します。 

 

②資源循環型社会の構築 

目標：廃棄物の減量化とリサイクルを推進し、「もの」を大切にする社会を築

きます。県民・市町村などとの連携による監視や取締りを強化し、産

業廃棄物の新たな不法投棄を根絶します。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

623,133 千円 目標を達成 ２ 

決算見込額 目標を概ね達成 ３ 

454,250 千円 目標に届いていない １ 

 

24 年度の取組（例） 

(1) 資源が無駄なく循環する再資源化システムの構築に向け、溶融スラグなど

リサイクル製品の公共工事における利用促進を図りました。また、廃棄物

処理業者等を対象に、リサイクル技術に対する知識及び理解を深めるため

の研修会を開催しました。 
(2) 排出事業者を対象とした立入検査の実施により事業者の適正処理の指導

に努めたほか、事業者団体等と連携した講習会や広報を通じ、法改正等の

周知を行うなど適正処理に係る意識啓発に努めました。 

課題 

(1) 廃棄物の発生抑制やリサイクルを一層促進するためには、リサイクル技術

の普及の機会を増やすとともに、リサイクル製品に対する理解をより深め

てもらうことが必要であります。 
(2) 産業廃棄物の大規模な不法投棄は減少しましたが、小規模な不法投棄は依

然として後を絶たない状況にあることから、不法投棄の根絶を図るため、

引き続ききめ細やかな監視活動等に努める必要があります。 
今後の取組 

(1) 先進的なリサイクル技術を普及するための研修会を開催するとともに、個

別の事業者に廃棄物の発生抑制やリサイクルに関し的確に助言をする制

度の構築に取り組みます。 
(2) 引き続き 24 時間 365 日のきめ細かな監視パトロールを行うとともに、関

係機関との連携を強化し、不法投棄の未然防止と早期発見に努めます。ま

た、行政機関による指導と連携した取締り等、警察と行政相互の連携を緊

密にするとともに、悪質・巧妙化する事犯に対しては効率的な捜査を推進

して、事案が拡大する前の早期検挙を図ります。 

③豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全 

目標：緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、様々な動植物が生息・生育する

里山・里海など本県の豊かな自然環境を保全します。光化学スモッグの少ない良好な大気環境

や、騒音の少ないくらしの確保を図ります。河川・湖沼・海域などの水環境や、土壌・地下水

などの地質環境を保全します。  
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

2,930,175 千円 目標を達成 ６ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

2,376,247 千円 目標に届いていない １ 

24 年度の取組（例） 

(1) 野生鳥獣による農作物等の被害対策のため、市町村が行う捕獲事業に対する支援を行うとともに、

有害鳥獣（イノシシ等）の有効な防除に必要な調査・研究や捕獲員の養成・確保などの対策に取り

組みました。 

(2) ＰＭ2.5 の監視体制の充実を図るため、4台の測定器を設置しました。また、平成 25 年 3月から、

国の暫定指針に基づいて、ＰＭ2.5 の濃度が高くなるおそれがある日には、当日朝の時点で注意喚

起を行うようにしました。 

(3) 成田国際空港、羽田空港、下総飛行場周辺での騒音を監視するとともに、羽田空港再拡張に伴う騒

音実態調査を行いました。 

課題 

(1) 今後も、本県の豊かな生物多様性と健全な生態系を次世代に引き継ぐため、生物多様性の重要性の

普及啓発を図る必要があります。また、有害鳥獣や特定外来生物について、農作物等被害の軽減、

生態系への影響の排除のため、捕獲等に一層努める必要があります。 
(2) 補助指標である浮遊粒子状物質については、23 年度は一般環境大気測定局１局が環境基準未達成

となりました。また、光化学スモッグの原因物質であるオキシダントについては、全測定局で環境

基準が未達成であり、引き続き、工場・事業場対策等を継続して進める必要があります。 
(3) 国による騒音軽減策の進展状況など羽田空港に発着する航空機騒音をとりまく状況の変化を踏ま

え、引き続き適切な騒音実態の把握を行う必要があります。 
今後の取組 

(1) 有害鳥獣による農作物等被害の軽減のため、市町村が行う捕獲事業に対する支援を行うとともに、

有害鳥獣の有効な防除に必要な調査・研究や捕獲員の養成・確保などの取組を推進します。また、

外来生物のうち、生態系への影響の排除のため、緊急の対策が必要なアカゲザル、カミツキガメ、

アライグマ、キョンについて、防除実施計画に基づき防除を実施していきます。 

(2) ＰＭ2.5 の監視体制については、平成 25 年度以降も順次整備を進め、最終的には 35 台の設置を目

指します。 
(3) 航空機騒音固定測定局の機能向上を行います。また、羽田空港の飛行ルートに当たる地域における

騒音実態調査を実施します。 

【２４年度のまとめ】 

政策分野４に掲げた６つの社会目標のうち

１つの社会目標は目標値に達しませんでした

が、１つは目標値を達成し、他の４つの社会目

標も概ね順調に推移しています。また、東日本

大震災の影響が軽減したこともあって、昨年度

に比べ施策の進展状況は改善されました。 

今後も引き続き、県民・事業者・市町村などあらゆる主体と連携し、二酸化炭素排出

量の削減、電力消費の削減、自然環境の保全など、みんなで守り育てる環境づくりに

努めます。 

当初予算額 4,027,700 千円 

決算見込額 3,183,217 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 １ 

一部の進展にとどまっています 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地球温暖化対策の推進

【３年間の主な成果】
・省エネ設備等の整備や新エネルギー等の導入などを推進するため、22年度から23年度まで「地域グ
リーンニューディール基金」を活用して市町村や中小企業事業者が実施するLED照明や太陽光発電
設備などの設置に対して補助を行ったほか、一般家庭における住宅用太陽光発電設備補助制度を
創設し、市町村と連携して実施してきました。

【課題】
・東日本大震災後、エネルギー情勢が大きく変化し、国の温暖化対策やエネルギー政策の動向が不
透明な状況が続いているなど、想定できなかった事情から、施策の進展が予定どおりに図られません
でした。

【次期計画への反映】
・県民・事業者・市町村などあらゆる主体と連携し、東日本大震災後の国における温暖化対策やエネ
ルギー政策の動向を踏まえ、体系的な温暖化施策を推進していきます。
・県や市町村及び民間事業者における省エネルギーや新エネルギーの導入を推進します。

概ね
進展

一部
進展

一部
進展

②資源循環型社会の構築

【３年間の主な成果】
・資源循環型社会の構築に向け、３Ｒを推進するため、市町村との協働による県民向けの普及啓発
や、事業者への支援のほか、レジ袋削減や食べ残し削減に向けた取組を展開しました。
・施策の達成状況について、平成23年度は、東京電力福島第一原発事故による放射性物質の影響
により、「一部の進展」にとどまりましたが、平成24年度は、「概ね進展が図られています」に改善されま
した。

【課題】
・溶融スラグの利用率等については、有効利用できないものが生じるなど、依然として、東京電力福島
第一原発事故による放射性物質の影響があります。

【次期計画への反映】
・３Ｒの推進に向け、市町村や関係団体等との連携を図りながら、バイオマスの活用や「ちばエコスタイ
ル」の積極的な展開に努めるとともに、リサイクル製品の利用拡大等に努めます。
・また、排出事業者及び廃棄物処理業者等への指導を徹底するとともに、効果的・積極的な広報等を
行った上で講習会等を開催し、事業者の意識啓発に取り組みます。

概ね
進展

一部
進展

概ね
進展

③豊かな自然環境と良好な大
気・水環境の保全

【３年間の主な成果】
・原因物質の排出抑制に向けて、事業者に対して効果的な指導を行ったことなどから、光化学スモッ
グ注意報の年間発令日数は、徐々に減少しています。また、二酸化窒素については、平成23年度に
31年ぶりに全ての測定局で環境基準が達成されました。
・野生鳥獣による農作物等の被害対策のため、市町村が行う捕獲事業に対する支援やイノシシなど有
害鳥獣を有効に防除するための調査・研究、捕獲員の養成・確保等に取り組みました。

【課題】
・光化学スモッグの原因物質であるオキシダントについては、全測定局で環境基準が未達成であり、
引き続き、工場・事業場対策等を進める必要があります。
・今後も、本県の豊かな生物多様性と健全な生態系を次世代に引き継ぐため、生物多様性の重要性
の普及啓発を図る必要があります。また、有害鳥獣や特定外来生物について、農作物等被害の軽
減、生態系への影響の排除のため、捕獲等に一層努める必要があります。

【次期計画への反映】
・大気環境については監視を継続するとともに、光化学スモッグ発生時には速やかに注意報等を発令
し、原因物質の排出事業者に対し効果的な指導を行います。ＰＭ2.5の監視体制の充実を図ります。
・有害鳥獣による農作物等被害の軽減のため、市町村が行う捕獲事業に対する支援を行うとともに、
有害鳥獣の有効な防除に必要な調査・研究や捕獲員の養成・確保などの取組を推進します。また、
緊急の対策が必要な特定外来生物の防除を実施していきます。

進展
概ね
進展

進展

施策年度別評価結果

４　みんな守り育
てる環境づくり

Ⅰ　安全で豊かなくら
しの実現

施策項目基本目標 政策分野 政策分野の総括（まとめ）

　「みんなで守り育てる環境づく
り」の政策分野は3つの柱で構成
されています。
　この3年間において本県の豊か
な自然をしっかりと子どもたちに
引き継ぐため、自然環境の保全な
どに取り組むとともに、新エネル
ギー等の導入促進のためＬＥＤ照
明や太陽光発電設備などの設置に
対して補助を行ってきました。

　しかし、東日本大震災に伴う東
京電力福島第一原子力発電所事故
により、エネルギー情勢が大きく
変化し、また、放射性物質の影響
を受けるなど、一部の施策でその
進展が予定どおりに図られません
でした。
　今後は、震災後の国における温
暖化対策やエネルギー政策の動向
を踏まえ、体系的な温暖化対策
や、省エネルギー、再生可能エネ
ルギーの導入推進を図ることが必
要です。

　また、野生鳥獣による農作物等
被害対策の推進のほか、ＰＭ2.5
や航空機騒音などの課題への対応
を図っていく必要があります。
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