
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）

総務部 市町村課（１） 市町村に対する支援 A B

　平成２１年度は、市町村が抱える各種行財政上の課題への助言や千葉県滞納整理機構等を活
用した個人住民税の徴収対策の推進等を行ったほか、千葉県滞納整理機構については、より効果
的な活用を図るための見直しを行うなど市町村の自立の支援を図りました。また、合併市における
新しいまちづくり協働研究会の開催や交付金の交付等により合併市町への支援を実施しました。さ
らに、政策交流会議や市町村総合支援・地域づくり庁内連携会議のほか新たにブロック別の知事と
市町村長との意見交換会を開催するなど県と市町村との連携の推進を図りました。このように市町
村の自主・自立に向けた支援を実施したことにより、全体としての評価を「A」としました。

総務部 市町村課（２） 市町村合併の推進 A B
　平成２１年度は、市町村の自主的な合併を支援するため、「新・新しいまちづくり支援プラン」に基
づき総合的な支援を行いました。その結果、年度末には印西市、印旛村、本埜村の合併が実現し
ました。このような成果から評価を「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

総務部 管財課 県有財産等の維持管理
Ⅰ　県有財産の有効活用
の推進

未利用県有財産の売却に
よる自主財源の確保

20億円
(20年度：管財課)

20億円
（21年度：管財課）

６億５千万円
（21年度：管財課）

　前年度の売却額を上回ったものの、景気後退等
による不動産市況の悪化が依然続いており、21年
度は９物件が売却できませんでした。また、今後の
処分にあたっては、広大な高校用地や職員住宅等
の建物付きの物件も多く、厳しい状況が予想され
ます。

　財産管理システムの活用などにより財産の現状
の把握に努め、財産の管理処分に関し各所属へ
の支援を強化するとともに、処分方法を工夫した
上で積極的に売却します。

総務部
市町村課
（１）

市町村に対する支援
Ⅲ　県と市町村との連携
の促進

政策交流会議への参加
市町村数

32（千葉市を除く）
（19年度）

55（千葉市を除く）
（21年度）

30（千葉市を除く）
（21年度）

　政策交流会議について、参加市町村数が目標数
を下回りましたが、これは、総選挙やブロック会議
のため、開催日が市町村の議会や予算の準備期
間と重なったためです。

　県と市町村との連携の促進のために、市町村総
合支援連絡会議に、新たに各県民センター所長・
事務所長を委員とし、県全体で市町村に関する情
報の共有を一層図っていきます。

総務部
政策法務課
（１）

政策法務の推進
Ⅲ　法務的課題の総合的
な解決

政策法務委員会の開催
回数

７回（見込み）
（２０年度）

１０回
（２１年度）
１０回

（２３年度）

５回(２１年度)

　政策法務委員会については、人事異動の時期が
遅くなった関係もあり、5回開催と目標を下回りまし
たが、担当課から議題提案の要望があるなど、庁
内での定着が図られています。

　政策法務委員会については、議題・報告など案
件に応じて開催内容を検討すると共に定例開催に
努め、実質的な議論が行える場として更なる定着
を図ります。
 また、県庁で行う市町村長会議や意見交換会だ
けでなく、新たに、各地域で意見交換会を行い、市
町村との連携強化を図ってまいります。

総務部
消防地震防
災課

防災・危機管理体制の充
実強化

Ⅱ　消防・石油コンビナー
ト施策の推進

火災による死者数
７８人
（19年）

低減に努めます。
（毎年）

８８人
（21年）

　火災による死者数は平成２０年中の８４名から平
成２１年は８８名に増加してしまいましたが、対前
年比で放火自殺者等の死者数の減少には自殺防
止施策の展開が必要です。
　また、火災による死者数の原因で一番多いもの
が、「住宅火災の逃げ遅れ」となっている現状か
ら、死者数の低減には、住宅用火災警報器の設置
が有効であり、より一層の普及を図る必要があり
ます。

　火災による死者数を低減させるため、火災予防
運動をはじめ、平成20年6月から設置義務化され
た住宅用火災警報器の一層の普及を促進するた
め、緊急雇用創出事業を活用し、住宅用火災警報
器設置普及員を市町村消防本部に配置します。

総務部
消防地震防
災課

防災・危機管理体制の充
実強化

Ⅱ　消防・石油コンビナー
ト施策の推進

石油コンビナート等防災
計画の修正を議題とした
石油コンビナート等防災
本部本部員会議の開催

 －
(19年度)

１回
（21年度）

０回
（21年度）

　防災アセスメントの結果をまとめるに当たり、当
初予定していなかった最新の地震データが国から
H22年１月に発表され、この詳細データの提供が
H22年６月以降になったため、防災アセスメントの
結果修正がH22年度以降に必要となり、石油コン
ビナート等防災計画の修正を議題とした石油コン
ビナート等防災本部本部員会議を開催しませんで
した。しかしながら、「防災アセスメント」に最新の
データを反映させることにより、石油コンビナート等
防災計画は、より良い内容に修正できます。
　なお、石油コンビナート等防災本部本部員会議
は、平成２２年度中に開催予定です。

　石油コンビナート防災対策については、特別防
災区域内に設置されている危険物タンク、化学プ
ラント等の災害危険性を推計・評価する「防災アセ
スメント」の結果を基にして、これまでの防災対策
の検証と新たな防災対策の検討を行い、石油コン
ビナート等防災計画の修正を行います。



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

総務部 管財課 県有財産等の維持管理
Ⅰ　県有財産の有効活用
の推進

維持管理コスト縮減部会
の開催

１回
　　（20年度）

２回
　　（21年度）

０回
（21年度）

　県有施設の長寿命化指針案の策定に向けて、
ワーキンググループでの検討を進めているところ
ですが、検討内容が多岐にわたることから、指針
案のまとめに時間を要しているため、維持管理コス
ト縮減部会の開催に至りませんでした。

　県有施設の建替の集中を回避するため、計画
的・合理的な施設の保全を目的とする県有施設の
長寿命化指針の策定に向けた取組を行います。実
務者で構成するワーキンググループでの段階的な
検討を経て、維持管理コスト縮減部会の開催によ
り県有施設の長寿命化指針案の策定を目指しま
す。

総務部 税務課 県税収入の確保 Ⅱ　滞納額の縮減 個人県民税の収入歩合
93.0パーセント
（19年度）

前年度を上回る率
（21年度）

91.4パーセント
（21年度）

　個人県民税については、所得税（国）から住民税
（地方）へという税源移譲の実施により、19年度以
降、課税額が増加しましたが、併せて滞納額も増
加（21年度244億円、20年度211億円）することとな
り、収入歩合も低下（21年度91.4％、20年度
92.4％）した状況です。

　個人県民税については、滞納額が33億円増加
（21年度244億円、20年度211億円）し、収入歩合で
1.1％低下（21年度91.4％、20年度92.4％）した状況
ですが、賦課徴収権が市町村にあることから、県と
市町村が協働して直接滞納整理を実施することが
可能な「千葉県滞納整理推進機構」（19年度設置）
を、組織と内容を見直して22年度以降も継続設置
し、滞納額縮減に努めていきます。

総務部 税務課 県税収入の確保
Ⅲ　円滑な税務行政の運
営と課税自主権活用につ
いての検討

「みどりの保全など地域
環境のための税制」導入
の検討

税制のあり方につ
いて検討を行って
います。
（20年度）

税制のあり方につ
いて検討を行いま
す。
（21年度）

税収使途や税率等
について、庁内で
検討を続けていま
す。
（21年度）

　課税自主権の活用により、新たな税負担を県民
に求めるに当たっては、経済情勢・社会情勢を十
分に踏まえ、その税収入の使途や税負担の必要
性について、県民の十分な理解を得ることが必要
です。

　「みどりの保全など地域環境のための税制」につ
いては、県民の税負担に関わる問題であることか
ら、経済情勢や県民世論の動向などを十分に踏ま
え、慎重に検討を行います。

総務部
市町村課
（１）

市町村に対する支援 Ⅱ　合併市町への支援
新市スタートアップ支援件
数

3件
（20年度）

5件
（21年度）

1件
（21年度）

　新市スタートアップ支援については、印西市への
人的支援等も見込んでいましたが、合併時期が年
度末になったため、支援件数が目標を下回りまし
た。

　合併市町における一体的なまちづくりの取組み
について、引き続き支援していく必要があることか
ら、今後も合併市町と密接に連携し、合併市町に
おける重要な課題について、合同で研究するな
ど、県と市町による協働の取組みを進めます。

総務部
市町村課
（２）

市町村合併の推進 Ⅰ　市町村合併の推進
合併アドバイザー派遣件
数

12
（19年度）

30
（21年度）

2
（21年度末）

　合併アドバイザー派遣件数は目標を大きく下回っ
たが、これは平成21年度には、多くの合併研究会
は休止しており、印西市・印旛村・本埜村のほかに
は、具体的な動きがなく、派遣要請が少なくなった
ためであると思われます。
　なお、平成２２年３月末の新合併特例法の改正に
より、国、都道府県による積極的な関与等の合併
推進のための措置が廃止されたところであり、今
後は新たな市町村合併に対しては、合併アドバイ
ザー派遣事業を含む「新・新しいまちづくり支援プ
ラン」の適用はありません。

　新合併特例法の改正により、国・県の市町村合
併への積極的な関与についての条項は削除され
ましたが、今後も自主的な市町村合併の動きがあ
れば支援して参ります。

総務部
政策法務課
（１）

政策法務の推進
Ⅱ　職員の基礎的法務能
力の向上

立法研修受講者を年間１
０人養成する

１１人（見込み）
（１９年度）

１０人
（２１年度）

５人(２１年度)

　立法研修については、超入門、解釈・運用受講
者へのＰＲを行ったところですが、名称から難易度
が高い印象を受けた職員が多かったためか申込
みが少なく、目標人数を下回りました。

　研修の内容についてより一層の充実を図るた
め、テキスト・演習内容の検討・充実を図るととも
に、解釈運用・立法研修には親しみやすいキャッチ
フレーズなどをつけ、研修への参加を促す予定で
す。

総務部
政策法務課
（１）

政策法務の推進
Ⅲ　法務的課題の総合的
な解決

政策法務委員会における
報告案件数

１０件（見込み）
（２０年度）

１０件
（２１年度）

５件(２１年度)

　20年度に政策法務課の兼務・併任職員として各
部主管課政策室に配置した「政策法務主任」につ
いて、21年度から法律相談の一次窓口を担うこと
で部長室の法務スタッフとしての能力向上にも資
することとなり、委員による主任の活用が進みまし
た。
　各部からの法律相談について政策法務主任が
窓口となったことによって政策法務課への相談
ルートを明確化し、政策法務主任の庁内への定着
が図れるとともに、予防法務の観点から事案の解
決を図ることができました。

　「政策法務主任」制度のより一層の周知・定着化
を図り、法令遵守と予防法務の視点から各部の法
務案件の知見の蓄積と組織の充実のため、中心
的な役割を担えるよう研修の実施など支援をして
いきます。



部局名 課名 施策名 施策展開の柱名
柱の方向性
（事業量）

縮小または大幅縮小とした理由等 22年度以降の対応

総務部 市町村課（２）
市町村合併の
推進

Ⅰ　市町村合併
の推進

大幅に縮小

　平成２２年３月末の新合併特例法の改正により、
国、都道府県による積極的な関与等の合併推進の
ための措置が廃止されたところであり、今後は新た
な市町村合併に対しては、合併アドバイザー派遣事
業を含む「新・新しいまちづくり支援プラン」の適用は
ありません。

　新合併特例法の改正により、国・県の市町村合併
への積極的な関与についての条項は削除されまし
たが、今後も自主的な市町村合併の動きがあれば
支援して参ります。

総務部
総務ワークス
テーション

内部事務の集
中処理

Ⅱ　職員住宅・
寮の維持管理
費の削減

縮小

　管理費及び管理戸数とも平成21年度の目標を達
成しました。
　廃止住宅について、建物付の入札等、県財政に
もっとも有効と考えられる方法による処分を実施し
ます。

　職員住宅廃止計画により平成22年度まで段階的
に管理戸数を減少させていきます。
　廃止住宅・寮の処分に当たり、各住宅・寮の実情
に応じた処分方法について検討を行います。

平成21年度　課所掌の基本施策に係る事後評価結果

２２年度以降の施策展開の柱の方向性を縮小または大幅縮小とした施策展開の柱についての対応状況


