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ちば２００５年アクションプラン事後評価結果（概要） 

 

１ 千葉県政策評価制度の概要 

（１）政策評価制度の目的 

現在県が進めている「徹底した情報公開と県民参加型の県政づくり」を一層充実さ

せるとともに、県民ニーズに対応した効果的・効率的な県政運営の実現を図るため、

以下の事項を目的として実施します。 

ア マネジメントサイクルの確立 

施策や事業の目的、方針を明確化し、成果目標を重視した施策等の展開を図り、

その実施結果を検証・評価する「企画立案―実施―評価―改善」のいわゆるマネジ

メントサイクルを構築することにより、県民ニーズにどのように寄与したかという

成果を重視した、効果的・効率的な行政運営の実現を目指します。 

イ 職員の意識改革 

政策評価の作業を通じて、新たな課題を発見し、組織の目標や施策の成果、コス

トなどを意識しながら最適な手法を探すといった、顧客指向・成果指向・コスト指

向へ職員の意識を高めていくことにより、行政の政策形成能力の向上を図ります。 

ウ 県民への説明責任の徹底 

県民参加の前提となる施策の目的や内容、施策を実施した後の成果など施策の検

証に必要な情報を積極的に公表し、県民の意見を反映させる仕組みを構築すること

により、県民への説明責任を果たすとともに、行政の透明性の向上を図ります。 
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行政運営のマネジメントサイクル 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（２）「アクションプラン評価」の概要 

県では、大きく激しい時代の変化と多様化する県民ニーズに、迅速かつ的確に対応す

るため、政策課題を毎年設定し、適切な対応を図るアクションプラン方式を取り入れ、

柔軟で弾力性のある横断的な県政運営を行っています。 

『２００５年アクションプラン』では、予算の選択と集中を図るとともに、戦略的な

施策展開を図るため、６つの戦略プロジェクトと３２の重点施策を設定し、県政運営の

具体的方向と１７年度を中心とした事業展開をまとめています。 

 このアクションプランに掲げた重点施策及び重点事業について、立案段階（事前）と

年度終了段階（事後）で点検を行い、継続的に改善を図ることとしています。 

ア 評価対象 

・２００５年アクションプランに掲げた６つの戦略プロジェクト及び３２の重点施

策：合計 ３８の施策 

・２００５年アクションプランに掲げた５４７の重点事業 
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イ 評価の手順 

（ア）重点施策の評価 

重点施策の主管課が、重点施策を立案する段階で、方針、目標等を設定する（事

前評価）ほか、重点施策の実施年度が終了した段階で、方針の妥当性、目標の達

成度等を検証すること（事後評価）により、重点施策の改善・充実を図ります。 

（イ）重点事業の評価 

重点事業の担当課が、重点事業を立案する段階で、方針、事業量等を設定する

（事前評価）ほか、重点事業の実施年度が終了した段階で方針及び事業量の妥当

性等を検証すること（事後評価）により、重点事業の改善・充実を図ります。 

（ウ）重点施策の主管部長等による調整等 

重点施策の評価の実施に当たり、重点施策の主管部長は、必要な助言及び調整

を行います。また、重点事業の評価の実施に当たり、重点施策の主管部長及び主

管課長は、必要な助言及び調整を行います。 

 

（３）外部有識者による委員会の設置 

学識経験を有する委員から第三者の視点による意見を聴くことにより、評価結果の

客観性を確保するとともに、政策評価制度の改善・充実を図っています。 

○ 委員の構成 

委員氏名 職    名 備 考 

森田 朗 東京大学公共政策大学院院長 委員長 

坂野 達郎 東京工業大学大学院助教授 委員長代理 

北大路 信郷 明治大学大学院教授  

木村 琢麿 千葉大学大学院助教授  

松宮 光予子 日本アイ･ビー･エム(株) 社会貢献部長  
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２ 事後評価の実施状況 

（１）施策全体の評価の総括 

施策の実施による成果や残された課題、目標の達成状況などを総合的に考慮して、

施策に関する自己評価を総括しました。その結果、２００５年アクションプランの  

３８施策のうち、施策目的の達成に向けて順調に進んでいるとした施策は９施策、施

策目的の達成に向けて概ね順調に進んでいる（一部に課題がある）とした施策は 

２９施策でした。また、施策目的の達成に向けて困難な課題があるとした施策はあり

ませんでした。 

区  分 施策数 割合 

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる  ９ ２４％ 

施策目的の達成に向けて概ね順調に進んでいる

（一部に課題がある） 
２９ ７６％ 

施策目的の達成に向けて困難な課題がある  ０  ０％ 

合 計 ３８  

 

（２）「最終成果指標」の達成状況 

「最終成果指標」は、施策を実施することによって目指すべき県民や社会の状態を

表しています。ただし、この指標で設定した目標については、県の取組みだけで達成

できるとは限らず、県民の皆さんなどと共に目標の達成を目指すことになります。 

２００５年アクションプランの３８施策に設定した最終成果指標の数は、９６指標 

あります。このうち目標を達成したものは３７指標、目標をほぼ達成しているものは

２５指標、当初予定した目標の水準に達していないものは８指標でした。また、指標

のデータの把握までに時間を要する等の理由から現時点で判定できないものは２６指

標ありました。 

区  分 指標数 割合 

目標を達成したもの（Ａ：★★★）  ３７ ３９％ 

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ：★★）  ２５ ２６％ 

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ：★）   ８  ８％ 

現時点で判定できないもの（－）  ２６ ２７％ 

合 計  ９６  
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（３）「中間成果指標」の達成状況 

「中間成果指標」は、「施策展開の柱」ごとに、県の取組みによる主な成果を表し

ています。 

２００５年アクションプランの３８施策に設定した中間成果指標の数は、２６７指

標あります。このうち目標を達成したものは１５１指標、目標をほぼ達成しているも

のは６７指標、当初予定した目標の水準に達していないものは３１指標でした。また、

指標のデータの把握までに時間を要する等の理由から現時点で判定できないものは 

１８指標ありました。 

区  分 指標数 割合 

目標を達成したもの（Ａ：★★★） １５１ ５６％ 

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ：★★）  ６７ ２５％ 

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ：★）  ３１ １２％ 

現時点で判定できないもの（－）  １８  ７％ 

合 計 ２６７  

 

（４）次年度以降の施策の方向性 

２００５年アクションプランの３８施策のうち、次年度の方向性を「拡大」とした

施策は３０施策、「現状維持」とした施策は８施策でした。また、「縮小」及び「大

幅に縮小」とした施策はありませんでした。 

 拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合 計 

施策数 ３０  ８ ０ ０ ３８ 

割合 ７９％ ２１％ ０％ ０％  

【達成状況の考え方】 
「Ａ：★★★」：目標（とする状態）を達成した。 
「Ｂ：★★」：概ね目標（とする状態）を達成した（当初期待していた成果が概ね出てい

る。当初予定した取組みが概ね完了している。）。 
「Ｃ：★」：当初予定した目標（とする状態）に達していない（当初期待していた成果

があまり出ていない。当初予定した取組みがあまり進捗していない。）。 
「－」：データを把握できない等の理由から判定できない。 
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（５）重点事業の実施状況 

２００５年アクションプランの評価対象５４７事業のうち、当初予定どおりの事業

量等を達成したもの、又は、ほぼ達成したもの（当初予定の８割以上）は４４３事業

でした。また、当初予定どおりの事業量等に達していないもの（当初予定の５割以上

８割未満）は８４事業、当初予定どおりの事業量等を大きく下回っているもの（当初

予定の５割未満）は２０事業ありました。 

区  分 事業数 割合 

当初予定どおりの事業量等を達成したもの、又は、

ほぼ達成したもの（当初予定の８割以上：☆☆☆）
４４３ ８１％ 

当初予定どおりの事業量等に達していないもの

（当初予定の５割以上８割未満：☆☆） 
 ８４ １５％ 

当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている

もの（当初予定の５割未満：☆） 
 ２０  ４％ 

合 計 ５４７  

 

（６）次年度以降の重点事業の方向性 

２００５年アクションプランの評価対象５４７事業のうち、次年度以降の方向性を

「拡大」とした事業は２１５事業、「現状維持」とした事業は２９４事業でした。ま

た、「縮小」とした事業は１５事業、「大幅に縮小」とした事業は８事業、「休止・

廃止」とした事業は１５事業ありました。 

 拡大 
現状 

維持 
縮小 

大幅に

縮小 

休止・

廃止 
合 計 

事業数 ２１５ ２９４  １５   ８  １５ ５４７ 

割合 ３９％ ５４％  ３％  １％  ３％  

【方向性の考え方】 
「拡大」：対象者の拡充や内容の充実などにより、活動量（成果）を拡大させるもので、

基本的にコストも増加するもの。 
「現状維持」：基本的に活動量（成果）が変わらず、コストも変わらないもの。 
「縮小」：対象者の限定や内容の見直しなどにより、活動量（成果）を縮小させるもので、

基本的にコストも減少するもの。 
「大幅に縮小」：対象者の限定や内容の見直しなどにより、活動量（成果）を大幅に減

少させるもので、基本的にコストも大幅に減少するもの（目安としてコストが前年

度と比較して３割以上減少）。 
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（７）事後評価結果のポイント 

○指標数が大幅に増加し、施策の成果がより詳細で分かりやすくなりました 

    ２００５年アクションプランでは、前年度と比較して、指標の設定数が一挙に２

倍を上回り、飛躍的に増加しています。 

    また、最終成果指標（最終的な成果を表す指標）と中間成果指標（柱の成果を表

す指標）の２段階の検証指標を設定し、施策の成果の検証をより詳細に実施すると

ともに、進捗状況をより分かりやすく表すことができるようになりました。 

【年度別指標設定数】 

２００５  ２００４ 

最終 中間 計 

指標数 １５６ ９６ ２６７ ３６３ 

注）２００４ＡＰから政策評価の対象となっていますが、策定段階から事前評価を 
実施したのは２００５ＡＰが初めてとなります。 

○重点事業は着実に推進 

    ２００５年アクションプランでは、前年度と比較して、「当初予定どおりの事業

量等を達成した」重点事業が、６ポイント増加（７５%→８１%）するなど、トー

タルとしては着実に事業の進捗が図られていることがうかがわれます。 

【重点事業の達成度】 

２００４ ２００５ 
  

事業数 割合 事業数 割合

当初予定どおりの事業量等を達成したもの、 
又は、ほぼ達成したもの（当初予定の８割以上） 

３３６ 75% ４４３ 81%

当初予定の事業量等に達していないもの 
 （当初予定の５割以上８割未満） 

８２ 18% ８４ 15%

当初予定の事業量等を大きく下回っている 
もの（当初予定の５割未満） 

３１ 7% ２０ 4%

合 計 ４４９  ５４７   

【方向性の考え方】 
「拡大」、「現状維持」、「縮小」、「大幅に縮小」：施策の方向性の考え方と同様です。 
「休止・廃止」：事業を休止・廃止するもの。 
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３ 千葉県政策評価委員会からの意見 

（１）平成１８年度第１回政策評価委員会における主な意見について 

 平成１８年６月２０日に開催された政策評価委員会において、２００５年アクショ

ンプランに係る事後評価結果について審議いただきました。その際、委員から出され

た主な意見は次のとおりです。 

 ・専門性の高いものについても、県民に分かりやすく説明できるとよい。 

 ・施策目的と施策展開の柱との間の体系がうまく対応していないところが少し残って

いる。 

 ・施策の目的と手段の関係（目標を達成するために何ができるのか、何をするのか、

そしてそれをどういう指標で測るのか）をもう少しシンプルなかたちで分かりやす

く表す工夫をお願いしたい。 

 ・方向性の区分の「拡大」と「現状維持」は、もう少し定義を明確にして評価してい

った方がいいのではないか。 

（２）政策評価委員会からの意見に対する今後の取組みについて 

 県では、政策評価委員会における意見を踏まえ、平成１７年度施策の事後評価結果

について、必要に応じて見直しを行いました。 

また、平成１９年度施策の事前評価の実施に当たっては、政策評価委員会からの意

見に十分留意するとともに、平成１７年度施策の事後評価による施策や事業の検証結

果を十分考慮して、施策の検討を行ってまいります。 

 

４ 評価結果の公表 

 ２００５年アクションプランの事後評価結果については、すべての帳票及び評価結果

の要約版をホームページに掲載します。また、県庁県政情報コーナー、各県民センター

及び事務所、県文書館、県庁企画調整課にも配置して公表します。 
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施策名 

  戦略１ ２１世紀のちば経済活性化戦略の展開 

施策の目的 

県民一人ひとりが経済的にも文化的にも自立した地域づくりを進める上で、生き

生きとした県民生活を支える経済の活性化は欠かすことはできません。千葉県はこ

れまで、首都圏という巨大市場に位置する恵まれた立地条件と空港・港湾をはじめ

とした産業基盤の整備、豊かな自然や文化、などの経済発展のための潜在力を活か

して、劇的な経済発展を経験してきました。 
しかし、２０世紀の右肩上がりの経済成長は終わりを告げ、経済のグローバル化

が進む今日、これまでと同様の事業展開を続ける企業は、新しい時代、市場のニー

ズに対応できず、国内外の厳しい競争を乗り切ることが出来ないような状況を迎え

るなど、県内経済はまさに大きな転換期を迎えています。 
「企業が地域、国を選ぶ時代」と言われる厳しい国際競争のもとでは、環境変化

に即応しながら、常に強い国際競争力を維持拡大できる企業群が地域経済を先導し

なければ、地域産業の空洞化は免れません。また、地域においては、少子高齢化の

下での人口の停滞・減少傾向や県民の価値観の多様化の中で、既存市場の縮小と企

業間競争の激化などの影響を受けて、これまでの事業展開が厳しい状況にあります。

こうした中、本県経済が今後も持続的な成長を続けるために、これまでに蓄積さ

れてきた様々な産業や都市基盤などの豊富な資源を最大限活かしながら、産･学･官･

民のちからを結集して、県内企業の生き残りをかけた果敢な挑戦を支援するととも

に、県民一人ひとりに応じた生き方、働き方を支援し、地域の活性化や県民の生活

の豊かさを生みだしていきます。 

施策の実施状況（総括） 

２１世紀のちば経済活性化戦略の展開に向けて順調に進んでいます。この理由と

して、①県内への企業立地件数が前年度より 70%増加したこと、②製造品出荷額が

３.３％増加したこと、③完全失業率は上昇したものの４％台前半の水準にあり、雇

用情勢が改善しつつあることなどが挙げられます。 

 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

4.4％ 

(13～16 年) 

※17 年の数値は 19 年度に判明します。事業所開業率 引き上げを目指します。（17 年）

6.0％（21 年） 
－ 
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62 件 

（17 年) 県内への企業立

地件数 

57 件（17 年） 

1.5 倍を目指します。 

(17～20 年) 

(バイオ・ＩＴ・情報家電などの成

長産業、本社・研究所・外資系企

業等を重点誘致対象として企業誘

致を戦略的に進めます。) ★★★ 

11 兆 2,576 億円 

（16 年） 
製造品出荷額 増加を目指します。 

（17 年） 
★★★ 

4.3％ 

（17 年平均） 
完全失業率 

引き下げを目指します。 

（17 年） 

4.0％以下 

（21 年） ★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 地域経済の空洞化を防ぎながら、地域の産業集積を維持発展させるため、今後の

本県経済の牽引役として、世界をリード（先導）する技術を有し、強い国際競争力

を持った産業群や、健康福祉医療関連分野、環境・エネルギー関連分野など、社会

的な需要の高まりの中で、市場規模の大きな成長が期待できる成長分野に対応する

新たな企業群の育成により、すそ野の広い地域産業集積の形成を促進し、地域の特

性を生かした自立性の高い地域経済を育成します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

8 件 

（17 年度） ＤＮＡ研究所の

特許等出願件数 
10 件 

（17 年度） 
★★ 

7 件（うち環境産業 3件） 

（17 年度） 京葉臨海地域に

おける新たな進

出企業数 

6 件（うち環境産業 2件） 

（17 年度） ★★★ 

834 事業所 

（16 年度） ソフト系ＩＴ産

業事業所数 
増加を目指します。 

（17 年度） 
★★★ 

26 件 

（17 年度） 

産学官連携によ

る共同研究件数 

（産業支援技術

研究所及び東葛

テクノプラザ） 

26 件 

（17 年度） 
★★★ 
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1 件 

（17 年度） 

16 件（累計） 
大学発ベンチャ

ー企業数 

5 件 

（17 年度） 

20 件（累計） 
★★ 

65 件 

（17 年度） 
特 許 移 転 件 数

（知的所有権セ

ンターによる移

転） 

60 件 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進（☆☆☆ 拡大） 

・かずさバイオコンビナートの形成（☆☆☆ 現状維持） 

・京葉臨海コンビナートの国際競争力の強化（☆☆☆ 拡大） 

・環境関連産業の集積による京葉臨海コンビナートの活性化（☆☆☆ 現状維持） 

・東葛北部地域における産学官連携による新産業創出拠点の形成（☆☆☆ 現状維持） 

・産学官連携によるロボット産業をはじめとする新産業の創出（☆☆☆ 拡大） 

・知的資源、産業集積を活かしたＩＴ関連産業の振興（☆☆☆ 拡大） 

・新エネルギー産業の振興（☆☆ 拡大） 

・成長産業をターゲットとした戦略的企業誘致の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・外資系企業の誘致と国際ビジネス展開のための環境整備の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・特区構想の推進など、企業立地の優位性を高める規制緩和の促進 

（☆☆☆ 現状維持） 

・新事業創出に向けた起業家育成施設等の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・知的財産戦略の推進（☆☆☆ 拡大） 

・技術革新を支援する研究開発資金の提供（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 地域社会の主要な担い手として大きな役割を果たしてきた地域中小企業の中核

事業の再生や新分野進出など、果敢な挑戦を促すための総合的な支援を進めるとと

もに、地域経済を支える商業の活性化や、地域の課題解決やニーズ（需要）へのき

め細かい対応を可能とする新たな地域生活産業の創出、育成を図るなど、地域の中

で、地域と共に生きる中小企業を幅広く支援し、地域を支える多様な産業の活性化

を図ります。このために中小企業振興の中長期的な戦略（中小企業元気条例（仮称）

等）を構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

3 件 

（17 年度） 

「草の根福祉推

進型」商業活性

化モデル事業・

事業数 

5 件 

（17 年度） 
★ 
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4 件 

（17 年度） 
地域生活創造ビ

ジネス・ビジネ

スモデル構築数 

4 件 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・中小企業元気戦略の構築（☆☆☆ 拡大） 

・市場ニーズを踏まえた戦略的な製品開発力の向上と販路拡大への支援 
（☆☆☆ 拡大） 

・地域中小企業支援体制の再構築（☆☆☆ 拡大） 

・ものづくり産業の新たな振興（☆☆☆ 拡大） 

・中小企業への迅速な情報提供（☆☆☆ 拡大） 

・県内中小企業の官公需への参入機会の拡大と発注率の向上（☆☆☆ 現状維持） 

・地域経済社会を支える商業の活性化（☆☆ 現状維持） 

・地域生活創造ビジネスの振興と創業支援の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・地域通貨普及促進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・農業における起業・就業の促進（☆☆☆ 拡大） 

・中小企業の技術力を生かした新たな中小企業金融の導入促進（☆☆ 現状維持） 

・企業再生金融の展開（☆☆☆ 現状維持） 

・中小企業への直接金融に向けた取組（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 県民がもてる能力を最大限に発揮し、多様な価値観の自己実現と地域の活性化へ

の取組を強化できるような環境づくりを進めるため、求職と求人の不適合の解消に

向けた就業支援、仕事と子育てを両立する働き方や意欲と能力に応じた多様な働き

方の実現などに総合的に取り組みます。これにより、若者、障害者、女性、高齢者

をはじめとした県民の必要に応じて、適切な職業訓練も取り入れたきめ細かな就業

支援機能を強化し、県民の多様な生き方働き方を支えていきます。また、キャリア

教育の総合的推進や産業界のニーズ（需要）に対応した職業訓練の実施などにより、

本県経済の未来を支える産業人材の育成に取り組みます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

0.84 倍 

（17 年度平均） 

地域求職活動援

助計画対象地域

内の有効求人倍

率 

0.76 倍 

（17 年度平均） 
★★★ 

1.43％ 

（17 年 6 月） 企業における障

害者雇用率 

引き上げを目指します。 

（17 年度） 

1.8％以上 

（20 年度） ★★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・企業の次世代育成支援対策の取組み促進（“社員いきいき！元気な会社”推進事業） 
（☆☆☆ 拡大） 

・女性の再就職支援拠点の整備（☆☆☆ 拡大） 

・女性の就業支援と労働相談への対応（☆☆☆ 現状維持） 

・ちば若者キャリアセンターによる就業支援（☆☆☆ 現状維持） 

・企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進（☆☆☆ 現状維持） 

・若者の働く意欲向上への取組み（☆ 現状維持） 

・千葉障害者就業支援キャリアセンターによる就業支援（☆☆☆ 現状維持） 

・障害者の多様なニーズに対応した職業訓練の提供（☆☆ 現状維持） 

・新たな障害者就業の場の開業促進（☆☆ 縮小） 

・ものづくりを支える中核人材の育成（☆☆☆ 拡大） 

・産業人材の育成に向けた委託訓練の実施（☆☆☆ 現状維持） 

・シニア世代の人材活用の促進（☆☆☆ 拡大） 

・再就職・キャリアアップ支援機能の拡充（☆☆☆ 現状維持） 

・就業による高齢者の社会参加促進（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ ２１世紀型産業の形成、先端技術分野の産業育成、戦略的な企業誘致の強化、企

業の立地優位性を高める基盤の整備に関する施策の主な成果は以下の通りです。 

・ 「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成を促進し、千葉県バイオ・ラ

イフサイエンス・ネットワーク会議の加盟団体が 135 団体に増加、また産学官の交

流の機会を拡大することによりその連携を推進しました。17 年 5 月には、かずさ

バイオ共同研究センターを開所し、既存プロジェクトのほか新たな共同研究プロジ

ェクトを立ち上げ、その円滑な推進を支援しました。国の競争的資金（農林水産省）

に新たに 1件採択されました。米国ウィスコンシン州のバイオ関連企業との間で創

薬・試薬等の開発に結びつく共同研究契約を締結しました。 

・ 京葉臨海コンビナート連携協議会を設立、中核人材育成に向けた「コンビナート

中核人材事業可能性調査」を実施しました。君津地域南部産業集積ビジョン中間報

告をとりまとめました。 

・ ＴＸ沿線地域の産業・都市づくり基本コンセプトに沿う実証実験事業等を大学と

地域との連携で行い新しい地域モデルの提示ができました。 

・ ロボット産業をはじめとする新産業の創出に向けて、東葛テクノプラザなどに 5

名のリエゾンマネージャーを配置し、産学官コーディネート業務を展開、26 件の

共同研究をコーディネートするなど、人的ネットワークを広げました。ＩＴによる

活力あるまちづくりのための実証実験や、県内の中小ＩＴベンチャー企業に対する

ビジネスモデルの構築やマーケッティングに関する支援を行い、その課題を把握し、

技術開発・販路開拓につなげました。 
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・ 新エネルギーワンストップ相談窓口を設置するとともに、「千葉県新エネルギー

産業の集積促進に向けたプラン（素案）」を作成するなど、同産業の振興に取り組

みました。 

・ 戦略的企業誘致を推進し、バイオ、環境、物流、外資等の新規成長分野を中心に

584 社を訪問し、17 年中に県内に立地した企業は 62 社となりました。県ＨＰ「企

業立地情報相談プラットホーム（～アシストちば～）」を開設し、情報を総合的に

発信しました。外資系企業については県及びちば投資サポートセンターで、236 件

の相談を行ったことなどにより 12 社が立地しました。「日米投資イニシアティブ・

対日投資促進セミナー」を本県で開催し、海外・国内企業にビジネスの場を提供し

ました。 

・ 新規特区計画 3件、特区計画変更 5件を申請し認定されたほか、千葉県経済活性

化推進会議規制緩和部会は、工場立地法の規制緩和及び緑化協定における緑化基準

の見直しへの対応を検討項目とし、要望・提案として知事あて提出しました。条例

等により規制緩和が実施されました。 

・ 起業家育成施設の設置について、国及び中小企業基盤整備機構に要望し、18 年

度予算に盛り込まれました。19 年度に開設予定となりました。 

・ 中小企業等の知的財産への取り組みを促進するため、千葉県知的財産戦略を策定

しました。知財戦略プロデューサーを配置し、知財タスクフォースの派遣による課

題解決が促進されました。 

Ⅱ 地域からの産業支援の強化、地域の活性化を支える産業の振興、企業ニーズに応

じた資金提供の多様化に関する施策の主な成果は次のとおりです。 

・ 中小企業元気戦略の策定に向けて、中小企業関係者との意見交換会（地域勉強会）

を約 40 回行い、この成果を下に、中小企業振興に向けた研究会を 2 回開催し検討

を進めました。 

・ 中小企業の新製品等の販路開拓を促進するために実施した、セールスプロモーシ

ョンちばでは 119 件の商談、新技術・新製品説明会では 80 名の参加者があり、高

い満足度が示されました。中小企業支援体制を再構築に向け、関係機関によるワー

キンググループで検討を重ね、「創業・経営革新支援センター」を設置し、商工会・

商工会議所との連携のもと、支援を充実・強化することとしました。 

・ ものづくり産業を振興に向け、従来の試験環境が改善され作業の効率化が期待さ

れる「ものづくり試作開発支援室」を設置しました。 

・ 中小企業向けに経済・産業情報等を発信している「千葉県産業情報ヘッドライン

提供事業」を毎週 1 回計 49 回配信しました。配信登録は 5,232 名（社）となりま

した。 

・ 「千葉県官公需問題研究会」を立ち上げ、5回研究会を開催しました。関係者の

課題や問題点について理解を深めました。 

・ 商業の活性化を促すために実施した、「千産千消推進型」商業活性化実験事業は、

農産物直売所のビジネスモデルの提案を行うため、茂原市駅前通りで実証実験を行
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い報告書を取りまとめました。また、大型店と商店街が共棲を目指すモデル事業は、

船橋市での実証実験を行い、報告書をとりまとめました。商店街と地域団体等との

連携により、地域福祉に資する施設整備を図りました。 

・ 地域生活創造ビジネス・ソーイング（種まき）事業で 4事業を採択、新たなビジ

ネスモデルが構築されました。まちの起業家養成スクールには 52 名の受講者があ

りました。 

・ 農業における起業・就業を促進するために行った、新規就農支援体制整備事業で

は 233 件の新規就農相談への対応、13 件の就農計画認定を行うとともに、アグリ

チャレンジファームでは 17 名の研修生に指導を行いました。 

・ 知的財産を活用した融資制度の創設等について、金融機関等と協議を行い、政策

融資である中小企業活性化支援資金の中の新たな枠として創設する方向で、関係機

関の了承を受けました。 

・ 再生中の企業に運転資金を融資する企業再生支援資金について、4件 1億 7千万

円の活用実績がありました。千葉中小企業再生ファンドが創設されました。 

・ 第 3回千葉県版ＣＬＯ（貸付債権担保証券）の参加企業要件や枠組みを決定しま

した。 

Ⅲ 仕事と子育てが両立する働き方の実現、若者の就労支援の充実、障害者の就労促

進、県内経済を支える産業人材の育成、２００７年問題への対応、高齢者をはじめ

とした就業支援体制の強化に関する施策の主な成果は以下のとおりです。 

・ 企業の次世代育成支援対策の取組みを促進するため、出産・子育て期における男

女労働実態調査を行いました。「社員いきいき元気な会社宣言企業」に 27 社の応募

があったほか、ワークライフバランスセミナーを 3回開催するなど、企業関係者へ

直接働きかけました。 

・ 女性の再就職支援拠点の整備に向け、1万人ネット調査を実施し、再就職にあた

っての不安や要望等を調査しました。 

・ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいて一貫した就業支援サービスを提供し、

就業相談による就業実績は 147 人となりました。労働相談センターにおいて、1,641

件の相談に応じ、具体的なアドバイスを行うともに、関係機関への連絡、紹介など

を行い、問題解決を図りました。 

・ ちば若者キャリアセンターへの新規登録者数は 11,266 人、就職を含む進路決定

者数は 6,878 人となり、就職決定率（就職を含む進路決定者数／新規登録者数）は

6割を超える成果を上げました。 

・ キャリア教育の推進として、デュアル型訓練を実施し、就職率は 50％となった。

インターンシップについては予定の事業量を達成し、進路未定者減少等の成果があ

りました。 

・ 障害者就労支援キャリアセンターの運営により、就業相談 1,615 件、実習訓練

372 名などを実施、45 名の障害者の方を就業に結びつけました。千葉労働局等と連

携し、障害者法定雇用率の未達成企業を訪問し雇用要請を行いました。障害者の態
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様に応じた訓練を企業等に委託し、当初予定を上回り 278 名の受講がありました。

我孫子高等技術専門校において、知的障害者を対象とした訓練を実施、10 名が修

了しました。 

・ 経済産業省所管「産学連携製造中核人材育成事業」の提案に向け、その基礎資料

とするため、同事業の実現可能性調査事業を実施しました。 

・ 産業人材育成を目的に、専修学校等への委託訓練を実施し、観光産業人材育成、

中核人材育成、就農等支援の 3事業を実施しました。 

・ 今後のシニア世代の人材活用に関する施策を展開すべく、「退職後の団塊の世代

の就業意識調査」を行い報告書を完成しました。 

・ ちばキャリアアップセンター（千葉市）と松戸市においてカウンセリング等を行

い、就業支援を図りました。 

 

○残された課題 

Ⅰ ２１世紀型産業の形成、先端技術分野の産業育成、戦略的な企業誘致の強化、企

業の立地優位性を高める基盤の整備に関する主な課題は以下のとおりです。 
・ バイオ分野における産学官連携の成果や、かずさＤＮＡ研究所の研究成果の事業

化、実用化が課題です。 

・ 京葉臨海コンビナート内で省エネ・省資源に向けた企業間連携をサポートし、そ

の競争力の強化を図る必要性があります。また人材（中核人材、次世代人材）育成

事業について具体的に詳細を詰める必要があります。東葛地域北部の産業・都市づ

くりについては、より積極的な大学と地域の連携、そしてＴＸ沿線地域の産業施策

との連携が必要です。新産業の創出についても、大学、公的研究機関や地元企業等

との連携を密接にし、関係者が一体となった取組が求められます。 

・ 千葉県新エネルギー産業の集積促進に向けたプラン（仮称）を策定し、新エネル

ギー産業の振興に取り組んでいく必要があります。 

・ 戦略的な企業誘致は、新たな企業立地を県外から誘導するとともに、既に県内で

活動している企業の工場増設などのニーズに迅速に対応する必要があります。外資

系企業の誘致に向けて、千葉投資サポートセンターをさらに周知し、機能拡充・サ

ポート体制の充実が課題です。 

・ 特区の全国展開が進み、また新たな規制緩和を求める特区提案の実現率が低下す

るなど、特区制度の再活性化が必要です。 

・ 特許流通移転や大学との連携の強化による研究開発を加速し、事業化、製品化を

推進する取組みが必要です。 

・ 中小・ベンチャー企業の研究開発資金供給等のための民間資金を活用したファン

ドの創設を検討してきましたが、現行ファンドの投資実績が伸びないことなどから、

再度ファンドの資金需要調査をする必要があります。 

Ⅱ 地域からの産業支援の強化、地域の活性化を支える産業の振興、企業ニーズに応

じた資金提供の多様化に関する主な課題は次のとおりです。 
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・ 商工会等の組織強化を図るため、市町村合併地域における商工会にあっては合併

を、小規模商工会にあっては広域連携を促進するなど、小規模事業者等支援体制の

再構築が課題です。 

・ 産学官共同研究室（ものづくり試作開発支援室）を有効に活用するために、産業

界に対するさらなる周知が課題です。 

・ 官公需問題研究会の最終提言に向けて、より具体的な施策の提案を検討する必要

があります。 

・ 商業の活性化に向けた実験事業の研究成果の周知・普及を働きかけ、意欲のある

商店街の商店街農産物直売所の設立や大型店と商店街の連携体制づくりを支援し、

一つでも多くの商店街での実現を図る必要があります。地域通貨については導入後、

運営上さまざまな課題を抱えている団体が多いので、共通課題に関する情報交換が

課題です。 

・ 就農支援に関しては、定住促進を含めた支援活動が望まれます。アグリチャレン

ジファームの整備やＰＲが課題です。 

・ 知的財産を活用した融資制度の創設等に向けて、制度要綱、要領等の改正を行う

必要があります。また、千葉中小企業再生ファンドが創設されたところであり、有

効な活用を図っていく必要があります。中小企業の資金調達手段の多様化を図るた

め、千葉県版 CLO の検証を行う一方で、それ以外の方法についても検討が必要です。 

Ⅲ 仕事と子育てが両立する働き方の実現、若者の就労支援の充実、障害者の就労促

進、県内経済を支える産業人材の育成、２００７年問題への対応、高齢者をはじめ

とした就業支援体制の強化に関する主な課題は以下のとおりです。 

・ 企業の次世代育成支援対策の取組促進として実施している、社員いきいき元気な

会社宣言企業の募集については、募集方法等を検討する必要があります。子育てお

母さん再就職支援センターの開設については、マザーズ・ハローワーク併設のため

の労働局との協議、カウンセラーの選任などが課題です。母子家庭等相談・自立支

援センターでの就業支援講習会参加者を増加させるため、対象者への周知方法、科

目設定等の検討が望まれます。 

・ ちば若者キャリアセンターの 19 年度からの自立に向けた検討を進める必要があ

ります。これは経済産業省から指定を受けているモデル事業の事業委託が終了する

ためです。キャリア教育の推進策として実施している、デュアル型訓練の入校者数

の拡大、学校教育活動全体におけるインターンシップの位置付けの明確化や体系化

なども課題です。若者自立塾は定員を下回る状況が続いているため、広報面での協

力を行う必要があります。 

・ 障害者雇用については、障害者雇用率が 1.43 と全国平均の 1.49 を下回る状況で

あるため、雇用率アップのための努力が必要です。離職者対策も必要となっていま

す。障害者向けの訓練については、受講者の就職率の向上が望まれます。障害者就

労モデル事業については、開業希望事業者がなかったことなどから、事業のさらな

る周知が課題であります。 
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・ 中核事業の連携に向けた産学連携製造中核人材育成事業の提案を行い、具体化に

向け事業の詳細をつめていく必要があります。委託訓練については、中核人材育成

事業の就職率が高かったものの、就農等支援委託事業については応募者が少なかっ

たことから一層のＰＲが課題です。 

・ 生涯現役サポートセンターを中心に、退職後の団塊の世代の就業意識調査の結果

を参考にして、シニア世代の人材活用に関する施策を展開します。高齢者・パート

タイム職業相談室について、国とも協議のうえ、事業の効果的・効率的なあり方に

ついての検討が課題です。 

・ ちばキャリアアップセンターの相談業務については、テクノピラミッドで展開さ

れる「ちば仕事プラザ」での就業支援業務との関連において、整理統合する必要が

あります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

・ 本県経済が持続的に成長していくためには、高付加価値の製品やサービスを生み

出す「産業クラスター」の形成を促進することが有効と考えられます。このため重

点産業分野のネットワークを構築するための推進体制を強化するとともに、産学・

産産連携や知的財産戦略による技術開発・新製品開発等を推進することで、産業ク

ラスターの形成と発展の担い手となる中小・ベンチャー企業の創出・育成を促進し

ます。さらに産業クラスターを支える新たな企業の誘致や人材の育成を積極的に進

め、千葉県経済の活性化を推進していきます。 
・ 県内中小企業が抱える経営上の課題を明らかにし、これを乗り越えるための産学

官民の果たすべき役割や基本的な取組方向等を示す「ちば中小企業元気戦略」を構

築し、中小企業の活性化に向けた支援策を総合的に展開していきます。 
・ 景気の回復で企業の求人が活発化するなど、雇用情勢は緩やかに改善しつつあり

ますが、若者・女性そして障害者を中心に就職困難者は依然として存在、一方で団

塊の世代の退職や少子高齢化による、労働力不足が進行しています。これら就職の

困難な人への就業支援の充実、中小企業の人材育成への支援強化、人々が働きやす

い就業環境の整備、適法な労働条件の遵守・均等処遇の確保などに取り組みます。 
 

施策の主務課 商工労働部 経済政策課  電話 ２７０３ 

関 係 課 企画調整課、資源循環推進課、経営支援課、産業振興課、 

企業立地課、雇用労働課、産業人材課、児童家庭課、 

障害福祉課、農業改良課、(企)土地分譲課、(教)指導課 
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施策名 

  戦略２ 観光立県千葉の実現 

施策の目的 

千葉県は、首都圏にあって成田空港や千葉港を擁する優位性や温暖な気候と豊か

な自然、新鮮でおいしい海の幸や山の幸、古くからの歴史や文化など多種多様な観

光資源を有しています。 
また、観光は裾野の広い産業として、地域経済の活性化や雇用の創出を促すなど

経済への波及効果が大きいばかりでなく、人の交流が地域に活力を与え、地域の新

しい文化の創造に寄与するものです。 
そこで、観光関係団体、観光関連企業、市町村等で構成する観光立県ちば推進協

議会が中心となり、２１世紀型の新しい観光需要に的確に対応し、千葉県の可能性

を最大限に発揮できる中長期的な観光戦略として「観光立県ちば推進ビジョン」を

策定し、全県を挙げて観光振興に取り組むこととしました。 
本ビジョンでは、｢住む人も、訪れる人も和み、元気になれる“花と海の故郷ち

ば”｣を将来像として、「花と海に包まれたあったか千葉づくり」、「旬を満喫・グル

メな千葉づくり」、「リフレッシュ＆健康の千葉づくり」を基本テーマとして観光振

興に取り組むこととしています。 
この将来像の実現に向けて、来訪者、地域づくり及び産業育成の３つの視点に立

ち、千葉県のもつ観光面での強みや魅力を最大限に活用し､首都圏民等へちばの魅

力を発信していく施策や、交通や人づくりなど２１世紀の観光基盤を形成していく

施策を展開するとともに、これらの施策が相乗効果を発揮するよう全県的な総合的

プロモーション活動や先導的な観光地づくり、新たな観光産業育成などの施策を観

光関係団体、観光関連企業、市町村等と連携して、展開していきます。 
また、千葉県の自然・歴史を生かしつつ、国際的にも通用するリゾート・学園・

芸術等の機能を持つ地域を形成するとともに、それぞれの観光地にふさわしい居住

空間の整備を促進し、多様な交流の中で住民自らが愛着の持てるような地域づくり

を進めます。 

施策の実施状況（総括） 

観光立県千葉の実現に向けて順調に進んでいます。 

この理由としては、観光立県千葉モデル推進事業による地域主体の観光地づくり

への支援の拡大、本県に潜在する多彩な観光資源の掘り起こしや新たな観光資源の

活用の推進など、ちばの魅力を発信する観光地づくりが着実に実施されていること、

観光地アクセス環境改善に向けた実証実験、各種観光人材の育成など観光基盤形成

のための事業の推進が図られていることなどが挙げられます。 

また、平成19年 2月から4月まで実施される国内最大規模の観光キャンペーン「ち

ばデスティネーションキャンペーン」（以下ＤＣ）に向け、県、市町村、観光事業者、

交通事業者などが一体となったプロモーション活動や外客誘致のためのインバウン

ドツアーの実施など、観光地千葉の積極的なＰＲ活動を行なうこともできました。
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

1 億 2,933 万人 

(17 年) 観光客入込数 
1 億 3,300 万人～ 

1 億 3,800 万人 

（17 年） ★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 住む人が誇り、訪れる人があこがれるような先導的な観光地づくりを促進するた

め、地域住民や企業等の持続的な連携・協力による地域振興の取り組みに対し、県

を挙げて広域的かつ専門的に支援していきます。 

（１）ちばの魅力（ちから）を発信する観光地づくり 

（２）「観光立県千葉の実現」を支える観光基盤の形成 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

14 地域 

（17 年度） 
観光立県千葉モ

デル推進事業地

域選定数（累計） 

12 地域 

(17 年度) 
★★★ 

51 人 

(17 年度) 
健康ちば旅倶楽

部（CLUB CHIBA）

会員数 

1,000 人 

(17 年度) 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・観光立県千葉モデルの推進（☆☆☆ 拡大） 

・新しい観光資源の創出（☆☆☆ 拡大） 

・健康ちば旅倶楽部（CLUB CHIBA）の推進（☆ 大幅に縮小） 

・こだわりともてなしの千葉の食づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・体験王国「ふさの国づくり」（☆☆☆ 拡大） 

・観光基盤施設の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・観光ボランティアガイドの育成（☆☆☆ 現状維持） 

・くつろぎと安らぎの宿育成（☆☆☆ 現状維持） 

・誰もが訪れやすい観光地づくりの促進（☆☆☆ 現状維持） 

・観光地アクセス環境の改善（☆☆☆ 休止・廃止） 

 

Ⅱ 千葉県の多彩な魅力を広く理解してもらうため、国内外で各種プロモーション活

動を観光事業者と協働しながら、積極的に展開していきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 
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目標項目 目  標 達成状況 

1,589 千件 

(17 年度) 
県観光ホームペ

ージアクセス件

数 

1,500 千件 

(17 年度) 
★★★ 

6 回 

（17 年度） 観光キャラバン

隊の派遣数 
7 回 

(17 年度) 
★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・観光立県全国キャンペーンの展開（☆☆☆ 拡大） 

・国際観光の推進（☆☆☆ 拡大） 

・千葉から観光マルチ情報発信（☆☆☆ 拡大） 
 

Ⅲ 観光産業を千葉県産業の一翼を担う成長産業として育成するため、経営アドバイ

スや人材育成など支援体制づくりを進めます。 

（１）観光産業を担う人材の育成 
（２）特色ある観光産業育成への支援 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

197 人 

（17 年度） 
おもてなしのリ

ーダー育成研修

参加者数 

250 人 

(17 年度) 
★★ 

23 件 

(17 年度) 経営アドバイザ

ー等の派遣数 
20 件 

(17 年度) 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ふさの国観光みらい塾（☆☆☆ 現状維持） 

・観光統計の整備（☆☆ 現状維持） 

・観光関連産業への総合的な支援体制の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・観光事業者向けの資金融資（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ ちばの魅力を発信する観光地づくり 

 (1) 16 年度の 7 地域に続き、新たに 7 地域をモデル地域として指定し、地域の実

情や課題に応じた専門家を 130 回派遣しました。 

 (2) 花文化フォーラムを開催しました。（南房総を中心とする花生産者など 120 名

参加） 
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 (3) 逸品創出スクールで開発された商品が、観光みやげ品開発事業において奨励賞

に選定されました。また、おいしい千葉を楽しむ仕組づくりでは、銚子すし商組

合による「海鮮ちらし」や千倉町民宿組合において「花」を食材として提供する

など「花のおもてなし宣言」が実施されました。 

 (4) 参加体験型観光の推進として、自然学校ネットワークの形成、農山漁村魅力探

訪モニターツアーの実施、グリーンブルーツーリズム担い手養成塾を開催しまし

た。また、セミナー及びシンポジウムの開催によりエコツーリズムの推進を図り

ました。 

 (5) 県道飯岡九十九里自転車道の整備、南安房公園線における花壇植栽実施、また、

富津公園の護岸改修工事や蓮沼海浜公園プール改修などのほか、「関東ふれあい

の道」千葉県コース（約 300km）全線の開通など、県内各地で観光基盤施設の整

備が進みました。また、観光地におけるアクセス環境改善のため、道路交通情報

収集提供装置等の整備や道路渋滞改善に向けた実証実験を行ないました。 

 (6) ユニバーサルツーリズムの推進のため、県内 3地域でワークショップを立ち上

げ実証実験を行なうとともに「ヒント・実例集」を作成しました。 

(7) 観光ボランティアガイド向けの講座（3 地域 121 人）や観光関連事業者のお

もてなし向上のためのスクールを開催（7箇所 197 人）しました。 

Ⅱ 総合的プロモーション活動の推進 

 (1) 「ちば観光プロモーション協議会」のメンバーの増加など、観光立県千葉の実

現に向けた意識の高まりが醸成されてきました。（総会 1 回、役員会、幹事会各

4回、各部会 39 回開催） 

 (2) 各地へのプロモーション（札幌、仙台、福島、山形など）により、観光地千葉

の知名度向上を図ることができました。（千葉県観光情報のメディアへの露出：

ＴＢＳ、テレビ東京、ＮＨＫ札幌、北海道テレビ、宮城テレビなど多数） 

 (3) 外国人観光客誘致のために台湾、韓国、中国のインバウンドツアー及び国際観

光展へ出展しプロモーションを行なった結果、各国で旅行ツアーが造成されまし

た。また、成田空港周辺におけるトランジット客を対象としたモニターツアーを

実施し 35 カ国 1,315 人が参加しました。 

 (4) 観光マップ作成、観光情報提供システム（ホームページ）により、観光地千葉

の認知度が向上しました（ホームページアクセス件数 40 万件）。 

Ⅲ 新たな観光産業育成支援の充実 

 (1) 将来の観光地づくりを担うリーダー育成と地域観光の振興を図るため、若手経

営者、行政、観光協会職員などを対象として、「ふさの国観光みらい塾」を開講

しました。（受講生 16 人） 

 (2) 観光客へのアンケート調査の結果を用いて「全国観光統計基準」で定める「県

内・県外入込客率」、「県内・県外平均訪問地点数」などのパラメータを算出し、

観光客の実人数を推計しました。 

 (3) 旅館・ホテル業、旅行業等観光関連事業者を対象として、経営に関する諸問題
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の解決に向けて専門家（中小企業診断士等）をアドバイザーとして派遣しました

（23 件）。また、魅力的な観光施設整備の促進のため、施設増改築に対し融資を

行うとともに、利子補給を行ないました。 

 

○残された課題 

Ⅰ ちばの魅力を発信する観光地づくり 

 (1) モデル事業としては平成 18 年度が終期となっていますが、これまでモデル地

域として指定した地域間の連携が図られていないため面的な観光振興を図る必

要があります。 

 (2) 誰もが快適な観光を楽しめるよう、観光に配慮した道路網、自転車道、街路な

どの早期整備が必要です。 

Ⅱ 総合的プロモーション活動の推進 

 (1) ＤＣ期間を通しての全県的な統一テーマ（イメージ）の明確化と受入体制の充

実を図る必要があります。 

 (2) ＤＣに向けての観光事業者、商工団体等はもちろん、一般県民の意識高揚を図

るとともに、ＤＣ終了後も引き続き、多くの観光客に訪れてもらえるよう受入体

制を確立する必要があります。 

 (3) 国際観光の推進を図るためには、更なる外国人観光客の受入体制を整備する必

要があります 

 (4) 多様化する観光ニーズに対し、観光情報を迅速に入手、発信するための効果的

な方法を構築する必要があります 

Ⅲ 新たな観光産業育成支援の充実 

 (1) 「ふさの国観光みらい塾」で学んだ若手経営者などが、その成果をそれぞれの

地域に還元し、地域の活性化につなげることが必要となります。 

 (2) 「全国観光統計基準」を採用してから 2回目の観光客へのアンケート調査でし

たが、更に精度を高める必要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ ちばの魅力を発信する観光地づくり 

 (1) 今後は、モデル地域に一層の磨きをかけ、観光地としての魅力向上を図るとも

に、地域間での連携を図るための仕組づくりに取り組みます。 

 (2) 県内及び全国的な交流・連携を強化する道路の整備を進めるなど、骨格的道路

ネットワークの強化を図ります。 

Ⅱ 総合的プロモーション活動の推進 

 (1) 花、海など本県の観光の多様性を生かした観光メニュー創出やイベント、メデ

ィアの積極的な活用を図り、より多くの観光客を誘致するとともに、観光地とし

ての千葉ブランドを定着させます。 
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 (2) 様々なＰＲにより、一般県民に対しＤＣや本県の観光振興の意義を周知させる

とともに、各地域でのイベントや環境美化等への地元住民参加など、地域ぐるみ

でのおもてなしの向上策を展開します。 

 (3) 県内観光事業者の受入体制整備、海外旅行会社などに対する旬な情報の発信を

実施するとともに、空港周辺のアクセス整備等について事業化の検討を行ないま

す。 

 (4) 様々な広報媒体（インターネット、パンフレット等の紙媒体など）を対象や時

期にあわせ有機的に組み合わせることによりタイムリーかつ効果的な情報発信

を行ないます。 

Ⅲ 新たな観光産業育成支援の充実 

 (1) 「ふさの国観光みらい塾」での成果を地域へ還元するための方法（事業活動へ

のフォローアップ等）について検討します。 

 (2) 観光統計については精度の向上を目指し、調査票の設問の改良などに取り組み

ます。 

 

施策の主務課 商工労働部 観光課  電話 ２４１４ 

関 係 課 報道監、政策推進室、健康増進課、環境政策課、自然保護課、

安全農業推進課、農業改良課、水産課、漁港課、道路計画課、

道路整備課、河川計画課、河川環境課、港湾課、公園緑地課、

街路モノレール課、警察本部 
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施策名 

  施策３ 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確立 

施策の目的 

農林水産業は、人の「いのち」を支える食料を供給するという重要な使命を担っ

ています。そして、千葉県はこれまで、全国第２位の農業産出額を有する農業県と

して、また、全国有数の水産県として大きな役割を果たしてきました。 
このような中、近年、農林水産業を取り巻く環境は、食の安全・安心に対する関

心の一層の高まり、輸入野菜の増加やＷＴＯ＊農業交渉等に伴う国際化の進展、産地

間競争の激化など、変革の時期を迎えています。 
そこで、千葉県では、県民の食への不安を払拭し、県民の命と幸せを守る「食」

と「農」の総合的・戦略的な取組として、新鮮さとおいしさで親しまれ、信頼をも

って受け入れられる日本一の安心農林水産物｢千葉ブランド＊｣を確立し、誰でも、欲

しい時に、いつでも手に入れることができるよう、生産から流通・消費に至るまで

の変革を行っていきます。 

施策の実施状況（総括） 

新鮮さとおいしさで親しまれ、信頼をもって受け入れられる日本一の安心農林水

産物｢千葉ブランド｣の確立に向けて概ね順調に進んでいますが、ＷＴＯやＦＴＡ交

渉等の進展に伴う輸入農林水産物の増加や国内外の産地間競争の激化、担い手の高

齢化と減少、県民の食への不安・健康志向の高まり、さらには「ちばエコ農産物」

の需要の増大など、早急に解決しなければならない多くの課題が残されており、関

係機関との連携を十分にとりながら施策を推進していくことが必要です。 

また、千葉ブランドの象徴でもある「ちばエコ農産物＊」については、消費・小売

サイドからの需要数量の確保ができていない、生産サイドからは生産費・労力面で

コスト高となってしまうが市場評価の面で差別化が図られない等の課題が残されて

います。 
＊ＷＴＯ：World Trade Organization の略。 

＊千葉ブランド：千葉県産なら、新鮮・おいしい・安全・安心と生産者が自負でき、千葉県産なら、いつでも・どこでも・安

心して消費者が納得して購入できる農林水産物の総称。 

＊ちばエコ農産物：生産履歴記帳が義務付けられ、農薬、化学肥料を 50％以下に減らした千葉県が認証する農産物。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

4,224 億円 

（16 年度） 

※17年度の数値は18年度に判明します。農業産出額 

4,366 億円 

（17 年度） 

4,500 億円 

（24 年度） － 
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24.3 万トン 

（16 年度） 

※17年度の数値は19年度に判明します。
海面漁業・養殖

業生産量 

21.7 万トン 

（17 年度） 

25 万トン 

（24 年度） － 

2,491 ヘクタール 

（18 年 3 月） ちばエコ農産物

栽培面積 

3,000 ヘクタール 

（17 年度） 

10,000 ヘクタール 

（20 年度） 
★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 農業者の英知を結集し、創意工夫により、安心農産物の象徴である「ちばエコ農

産物」の生産面積の拡大を目指していきます。また、「千葉ブランド」の安定的な

生産を目指した農家の技術向上の支援と担い手の育成を行うことにより、個性豊か

な産地を形成していきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

78 地区 
（18 年 2 月） ちばエコ農業産

地指定 
70 地区 

（17 年度） 

★★★ 

71 品目 
（18 年 2 月） ちばエコ農産物

品目数 
60 品目 

（17 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・安全安心を基本とした創意工夫による個性豊かな産地の育成（☆☆☆ 現状維持） 

・ちばエコ農産物産地拡大運動の展開（☆☆☆ 拡大） 

・農業の雇用の促進、新規参入の促進、民間の活用（☆☆☆ 現状維持） 

・新たな事業の創生、食品産業の参入・連携強化（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 活きが良く、おいしい千葉のさかなを安定的に供給し、消費者が安心と信頼を持

って購入することのできる「千葉のさかなのブランド」を作り上げていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

10 トン 
（18 年 3 月） 

県内漁港で水揚げ

された水産物を都

市部に届けると

れたて直送便の

実施 

5 トン 
（17 年度） 

★★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・「味の交差点」の構築（☆☆☆ 現状維持） 

・「地魚一番 in 千葉」の展開（☆☆☆ 拡大） 

・消費地への水産物直送体制の推進（☆☆☆ 縮小） 

・「千葉の海」をまるごと満喫（☆☆☆ 現状維持） 

・養殖魚ブランド化の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 様々な流通経路の整備を行い、県内の消費者が欲しい時に誰でもどこでも「千葉

ブランド」を購入することができる「千産千消」に向けた体制を整えていくととも

に、学校給食における県産品使用を増やしていきます。さらに、全国の消費者に県

産品を自信をもって提供する「千産全消」を進めていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

201 店 
うち都内 23 店 ちばエコ農産物

販売協力店 

230 店 
うち都内 30 店 
（17 年度） 

550 店 
うち都内 50 店 
（20 年度） 

★★ 

テスト輸出の実施 海外における常

設販売ルートの

開拓 

テスト輸出 
（17 年度） 

常設販売ルート開拓 
（24 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・千産千消ネットワークの構築と「千葉ブランド」の定着促進（☆☆☆ 現状維持） 

・千産全消の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・農産物の輸出（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 新鮮でおいしく、安全、安心な食材豊富な千葉県に育った喜びと健康を実感でき

るよう、安全、安心のための推進体制を整備するとともに、自ら「食」について考

え、健全な食生活を身に付ける食育を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

601 件 
（18 年 1 月） 

ちば食育ボラン

ティアの活動報

告数 

500 件 
（17 年度） 

★★★ 

87.5 パーセント 
学校給食の旬の

県産品使用割合 

（全国出荷額上

位の 12 品目） 

70 パーセント 
（17 年度） 

70 パーセント以上 
（20 年度） ★★★ 
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65 パーセント 食品販売店等に

おける食品品質

適正表示率 

70 パーセント 
（17 年度） 

★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト（☆☆☆ 現状維持） 

・「千葉ブランド」を保証する「生産記帳運動」と農産物生産・流通履歴管理（トレ

ーサビリティ）の推進（☆☆☆ 縮小） 

・食の安全・安心体制の充実（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・千葉ブランド、安心な「ちばエコ農産物」などの安定的な生産に向けて、「ちば

エコ農産物」栽培事例集の作成、配布やちばエコ産地アドバイザーの設置、ちば

エコ実証試験ほ、普及展示ほの設置及び対象作物、作型を拡大等したことにより、

栽培面積が 2,491 ヘクタール（平成 18 年２月 22 日現在）となりました。また、

「ちばエコ農産物」栽培については、栽培計画承認品目数 71 品目、産地指定数

78 産地、申請戸数 3,309 戸となりました。 

・「ちばエコ農産物」の応援団育成として、応援団運営会議の開催（８回）、応援団

の育成（地区応援団３地区・県域応援団の設立｛10 月｝）、ちばエコ農産物推進

委員会の開催（１回）、ちばエコ農産物審査委員会の開催（４回）を実施しまし

た。  

・トマト、キュウリ、キャベツ、ネギ、梨（梨は現地のみ）のセンター内及び現地

実証試験を実施しました。 

・「ちば 28 号」の愛称募集では約３万７千通の応募があり、愛称が「ふさこがね」

に決定するなど、消費者の関心が高まりました。また、「ふさこがね」の栽培展

示により、生産者への普及が徹底され次年産作付面積が 1,600ha となりました。 

・新品目の導入、加工品の開発、販路の開拓など、19 事業実施主体が取り組むア

イディアを生かした活動を促進・支援したことで、多様な産地づくりが促進でき

ました。 

・平成 13 年度から 5 年間で各センター1 億円以上の販売金額の増額を目指し、①

産地育成研修会、②産地・販売調査、③啓発資料の作成、④現地調査ほの設置な

どを通して、既存産地の拡充又は新産地の育成に取り組み、平成 17 年度までに、

各産地の販売金額の合計は 43 億 4500 万円（概算額）となり、本事業の取組み当

初の販売額（26 億 2386 万円）より 16 億 6272 万円の増額となりました。 

・千葉県型集落営農の部局横断的な連携を図るため、庁内に連絡調整組織を設置し

たほか、各農林振興センター（10 地域）に関係機関を含めた支援組織を設立し、

県内で 34 地区での取組みへの支援を行いました。 

・新規就農支援体制整備事業により、233 件の新規就農相談への対応、14 件の就農

計画認定を行いました。 
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・指定管理者制度をいち早く導入し、平成 17 年 8 月にアグリチャレンジファーム

を開設し、応募者 17 名に対する研修を行いました。 

・小麦の品種特性を生かした製パン方法とパン用米粉の製粉機の選定と製粉技術が

確立され、新しい食感を持つ米粉パン「千産千消パン」の試作品が完成しました。 

・農林水産業と食品産業との連携の在り方を協議する『ちばの「食」産業連絡協議

会』の設立に向けて、３月に準備会を開催しました。 

Ⅱ・新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化に向けて、「千葉のさかな販売戦略検

討有識者会議」を設置し、県産水産物の販売促進に係る方向性について検討を進

めるとともに、地域の優良水産物を「千葉ブランド」として認証する制度（案）

の作成を行いました。 

・実証試験については、高鮮度の水産物「朝揚げのさかな」を消費地市場経由で、

その日のうちに消費者の食卓に届けるルートができました。公募型獲れたて直送

便については、いずれも今後に繋がる直売手法、直売ルートが確立できました。 

Ⅲ・千産千消、千産全消のための流通体制の確立に向け、青果加工センター「グラン

デリチバ」において、主要な県産農産物に付加価値を加えた加工品、日持ちカッ

ト野菜や日持ち惣菜を開発し、学校給食やスーパー、外食・中食企業に供給を開

始しました。また、今後、整備予定の集配送センターと情報機能の連携に向けて、

グランデリチバの情報システムを開発しました。 

・「ちばエコ農産物」販売協力店の登録拡大を進めるとともに、販売モデル店にお

ける消費者アンケート、試食販売、県産食材を活かした料理メニュー等を紹介す

る野菜ソムリエの育成、産地見学会などを通じ、「ちばエコ農産物」を始めとす

る県産農産物の認知度の向上、普及拡大ができました。 

・食の専門家や料理メニュー開発には、食品製造・加工、流通、サービスなど広範

囲の企業の参加・協力が得られたため、参加企業に県産食材や産地の認知度や利

用の可能性が高まるとともに、産地の商品開発への提案が行われました。また、

これら企業の関連企業への反映・紹介が行われことにより、一層の販路拡大が期

待できます。さらに、新たな販路拡大として、健康・医療に携わる関係者に対し

て県産食材の有効性や認識を深めることができました。 

・サンブスギの溝腐病被害林等が整備され、多面的機能が発揮できる森林へと再生

された。また、伐採された木材の有効利用が図られました。 

・ラジオやケーブルテレビでのＣＭ放映、ラジオ番組やインターネットショッピン

グサイトでの消費者プレゼントの実施により、千葉県産農産物の認知度が向上し

ました。また、フェアやイベント等での対面による販売促進活動により、農産物

や産地の情報も併せて伝えることができ、消費者へのより効果的なＰＲができま

した。 

・冊子「おいしい野菜や果物等の選び方」については、品目数を 44 品目に拡大し、

県内直売所等への配布や県ホームページに掲載することにより、県民や消費者に

対する「千葉ブランド」のＰＲが図られました。 
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・農産物の輸出促進については､商談会や見本市での試食やアンケートなどにより､

本県農産物のＰＲと既存輸出先の顧客数の拡大が図られました。また、これまで

取組のなかったＥＵに向けてのテスト輸出が始まり、新たな販路開拓に向けた展

開が開始されました。 

・植木の輸出等の促進については、試験輸出により、品質を安定化するための保管

輸送技術が向上するなど県下植木産地における取組への指針となりました。また、

委託調査により、現地における需要動向や本県産植木の流通経路、主要輸出対象

国の検疫制度と対策方法等が報告され、生産者としての今後の対応方法及び生産

者に対する支援方法が明らかになりました。さらに、貿易研究会の設立、開催に

より、県内植木輸出に関係する生産者、関係機関との連携による組織的な対応が

できるようになりました。 

Ⅳ・食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立に向けて、食育を県民運動

やちば食育ボランティアの活動などを促進したことにより、ちば食育ボランティ

アの活動報告事例数が601件と16年度の374件から増と活動促進がされました。 

・「ちばの食育 2005」(シンポジウム)を平成 17 年 11 月 28 日に千葉市内で開催し

ました。県民、ちば食育ボランティア、ちば食育サポート企業や食に関わる団体

関係者など 800 人の参加を得るなど、食育への関心拡大を図れました。 

・ちば食育サポート企業の第 2 期を募集した結果、69 社から 101 社と登録が増加

しました。 

・学校給食を通じたモデル小学校への県産水産物の食材提供や｢おさかな通信｣の配

布により、児童・学校栄養士への食育及び魚食普及が図られました。また、料理

教室等へのおさかな普及員の派遣により、消費地の消費者への魚食普及と、都市

と漁村との交流が図られました。 

・千葉県各地の郷土料理について、専門職員による料理の歴史等解説と製作体験を

行い、核家族化が進む中失われつつある郷土料理を広く知ってもらうことができ

ました。 

・機械化される前の米作りの体験と古代米の製作体験を行うことで、米作りの歴史

と米ができるまでの苦労を伝えることができました。 

・食にまつわる生活歳時記について、土用の丑・盆行事等食という観点から千葉県

人の一年の行事を眺め、すでに失われてしまった年中行事と食生活について、広

く理解を得ました。 

・児童生徒は，骨密度検査により骨に関する関心が高まり、自らの生活を振り返る

きっかけとなりました。 

・16 年度と 17 年度の問診票により生活を比較したところ，今年度について，特に

食事に気をつけている児童生徒が多くなっていました。 

・骨密度測定やあわせて実施したアンケートから子どもの生活習慣を確認すること

ができ、今後の指導に活用できるようになりました。 

・妊婦及び母親向けのリーフレットを作成し、各市町村を通じて活用することで、
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乳幼児の摂食機能の発達支援の必要性についての普及啓発を図ることができる

ようになりました。 

・生産履歴記帳研修会の開催等により水稲農家、梨農家、系統出荷の野菜生産農家

における生産履歴記帳の定着促進が図られました。 

・「ちばエコ農産物」トレーサビリティシステムの構築については、「ちばエコ農産

物」の生産・販売団体が、最終の消費者が生産履歴情報を遡及できるシステムを

構築し、情報開示が行われるようになりました。 

・ＩＣタグトレーサビリティについては、情報媒体を 2 次元コードにすることで、

前年度に比べ経費を大幅に削減できました。また､実験結果を実績書及び手引書

として取りまとめ､県内市町村､ＪＡ等に配布しました。 

・牛個体識別システム推進協議会の開催、飼料購入台帳等の記入・点検指導、飼料

抽出検査、啓発資料作成及び耳標装着・報告等の適正指導を通じて、適正な生産

段階における耳標装着や生産履歴の届出指導と飼料の安全性の確認を実施しま

した。 

・飼養管理情報データベースの県一本化を確立するとともに、県域の１農協で生産

履歴・異動報告等の一括管理体制を確立しました。 

・食品表示の適正化を図るために、食品表示ウオッチャーの設置、食品販売事業者

に対する個別訪問による啓発・指導により、食品表示の理解は進んでいますが、

まだ十分とは言えない状況です。 

・農薬危害防止運動推進月間を制定し、農薬安全使用研修会の開催、農薬販売者の

立ち入り検査、農薬適正使用啓発資料の配布等を通して、農薬の安全使用の推進

を図りました。また、農薬の販売・使用時に指導的役割を担う農薬管理指導士の

認定研修を行い、167 名の新規認定を行った結果、本年度末の農薬管理指導士合

計は 1,087 名となりました。さらに、地域特産作物（マイナー作物等）に対する

農薬登録拡大を図るための各種試験を実施し、12 作物 12 農薬について登録拡大

を行い、生産者の要望に応えました。 

・消費者団体・生協を通じ、40 万部を直接消費者に配布しました。また、これら

の配布により、消費者団体との連携が図られ、農薬に関するリスクコミニュケー

ションを実施し、より深い理解を得ることができました。さらに、市町村、県関

係機関、農薬販売店を通じた配布及び研修会を実施し、県民の知識啓発が図られ

ました。 

 

○残された課題 

Ⅰ・千葉ブランド、安心な「ちばエコ農産物」などの安定的な生産に向けて、消費・

小売サイドからは、要望に応えられる数量の確保ができていない、生産サイドか

らは、生産費・労力面でコスト高となってしまうが市場評価の面で差別化が図ら

れない等の問題があります。 

・消費者の要望に応えるためには、更なる産地拡大が必要となっています。一方で

「ちばエコ農業」の栽培面積の増加に伴い、農林振興センターでの認証業務が集
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中化するなど、審査方法等の検討が必要となっています。 

・「ふさこがね」が「ふさおとめ」に続く本県を代表するブランド米となるよう良

質米の生産指導の徹底や販売促進対策を集中的に展開する必要があります。また、

関係者が一体となった産地づくりを進めるため、市町村との連携を強化し、より

効果的で適正な事業展開をする必要があります。 

・地域の特徴を生かした組織の育成へ向けて支援普及活動を展開していますが、自

立した組織の育成や維持発展を図っていくためには継続的な支援が必要です。 

・遊休農地等を活用した千葉県型の放牧方法を検討するため、農地の再生状況、牛

の行動調査、健康調査等の調査をする必要があります。 

・新規就農相談窓口業務に関しては、今後定住促進を含めた活動が必要です。 

・アグリチャレンジファームに関しては、研修生の要望に沿った農園整備を進める

とともに、一層のＰＲに努める必要があります。 

・「千産千消パン」の試作品は完成しましたが、完成度を高めることが必要です。

また、千産千消の観点から、米粉の多様な利用を推進することが必要です。 

・県事業では、見本市・商談会を個別の生産者団体等の販路拡大から、産地や地域

全体の底上げに結びつくように、運営方法等を見直す必要があります。 

Ⅱ・千葉ブランド水産物認定制度を創設するとともに、県産水産物の戦略的なＰＲ方

法についてさらに具体的な検討を進める必要があります。 

・生産者の新製品開発や販売促進等の諸活動については、定着、促進のために継続

的な支援が必要と考えられます。 

・地域水産物のブランド化には、試験研究機関による鮮度保持等の新たな技術開発

やその普及が重要です。 

・朝揚げ水産物の市場ルートの定着化を図るためには、複数の供給先を確保するな

ど安定供給できる体制作りの必要があります。 

・漁村への新規来訪者の拡大を図るためには、新たなメニューの追加等、スタンプ

ラリーのメニュー内容を改善する必要があります。 

・消費者への食の安全・安心確保のため、養殖魚の生産履歴等のホームページによ

る情報更新が必要です。 

Ⅲ・千産千消ネットワークの本格稼働に向け、今後整備予定の集配送センターを中心

とした生産現場、産地集出荷場、卸売市場等との流通体制の確立を図る必要があ

ります。 

・実需者ニーズに対応した農産物の生産と品質衛生管理及び荷姿等供給体制の整備

や消費者・実需者ニーズの生産現場へのフィードバック体制の構築を推進する必

要があります。 

・消費者からは、「ちばエコ農産物」が欲しいときに買えないという声がある一方、

生産者からは有利な販売ができないという不満もあり、引き続き販売促進、流通

対策を積極的に行う必要があります。 

・県産食材のより一層の利用拡大を図るため、食品関連産業等の実需者に対して安
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定的かつ定期的な産地情報等を提供する一方、実需者ニーズを生産者にフィード

バックして生産に反映し、契約栽培等の拡大など安定供給を増進する必要があり

ます。 

・ブランド化を促進するため、サンブスギ材の特長である材の色の美しさをＰＲす

るだけでなく、溝腐病等のマイナスのイメージを取り除くことが必要です。 

・産地の活性化が図られている地域がある一方で、取り組みが限定され、地域ブラ

ンドの育成まで至っていない地域があります。 

・「ちばの農林水産物」旬感・瞬間検索購入ガイドについて、サイトの一般公開後、

積極的に広報宣伝活動を行い、サイトの認知度を上げ、利用者の拡大を図る必要

があります。 

・貿易制度（検疫、輸出禁止品目等）についての情報整理が不十分で、制度が的確

に把握できない場合があります。また、商品にかかる輸送費・関税等により価格

競争力が低下することから、輸出相手国の購買力、需要動向を的確に把握する必

要があります。 

・海外における植木の需要動向及び販売展開方法は、ある程度把握できましたが、

それに応える産地の生産体制の整備をより充実させることが必要です。 

・一部の輸出対象相手国において、その需要が期待できるにもかかわらず相手国側

の検疫体制に対応できなかった経過があり、こうした対策が急務であります。 

Ⅳ・県民一人ひとりが食に関心を持ち食の大切さ、健全な食生活の実践が図れるよう、

地域の取組みが一層拡大し、根付くことが求められています。また、食育は健康

をはじめ、生産から消費、文化等、多くの行政課題に関わるため、それぞれ立場

から食育に取組み、連携して推進運動の効果を高めていく必要があります。 

・消費地の消費者の、千葉県の漁業や県産水産物に対する関心を高めるため、引き

続き食育及び魚食普及を実施する必要があります。 

・骨密度は、生活習慣と深く関係しており、2 年間の検査だけでは十分な分析がで

きないので、長期的な取り組みが必要です。また、今後、家庭･地域連携をして

いく中で、児童生徒の健康維持・増進を考えていく体制が必要です。 

・組織化されていない個選農家、直売農家での生産履歴記帳推進が進んでいない状

況です。 

・生産履歴記帳により管理された情報を最終消費者が閲覧できるシステムは、「ち

ばエコ農産物」トレーサビリティシステム導入モデル事業により 2団体に構築さ

れましたが、今後、更に充実させ、消費者への情報提供を図っていく必要があり

ます。 

・ＩＣタグトレーサビリティについては、トレーサビリティに要する経費をさらに

削減することが必要です。また、県内各産地での継続的な取り組みとトレーサビ

リティに対する消費者の理解促進が必要です。 

・適正な生産段階における耳標装着や生産履歴の届出及び飼料の安全性の確認を継

続的に実施し、安全・安心な牛肉を消費者へ提供する必要性があります。 



 34

・信頼を確保する生産情報公表豚肉のＪＡＳ規格の取得のため必要な支援を行う必

要があります。 

トレーサビリティを科学技術面から検証するため、情報公開豚肉のＤＮＡを用い

た親子鑑定を実施し、実証展示を行う必要があります。 

・毎年、ＪＡＳ法に基づく品質表示基準が改正されることから、食品製造・販売事

業者への表示に関する周知や食品加工業者への指導方法の検討が必要です。 

・農薬の安全使用に対する理解を促進するため、研修会等の開催を農薬危害防止運

動推進月間のみではなく、年間を通し、また対象者も農業者以外にも広げて実施

するとともに、地域特産作物の農薬の登録拡大については、要望にそった対応が

必要です。また、ポジティブリスト制度の施行が 5 月 29 日に実施されるため、

飛散防止対策の推進を更に進めていく必要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ・千葉ブランド、安心な「ちばエコ農産物」などの安定的な生産を図るため、農業

総合研究センターでの試験研究、農林振興センターで現地における普及展示を積

極的に実施するとともに、直売所、道の駅等の近隣農家を対象にした講習会・研

修会の開催、産地育成や販売促進を支援する産地アドバイザーの設置をします。

また、生産者、消費者、販売業者を一堂に会した意見交換会等を行い「ちばエコ

農産物」への理解促進を図ります。 

・地域の創意工夫を活かした個性豊かな産地づくりを目指して、農業者の独創的な

取組や多様な戦略の策定に対する支援やあらゆる世代の新規就農希望者等が気

軽に相談できる相談窓口の充実など担い手の確保・育成に努めます。 

・ちばの「食」産業連絡協議会を開催し、食品関連産業等が求める農産物など、情

報交換を密にします。 
Ⅱ・新鮮でおいしい千葉のさかなのブランド化を図るため、地域の優良水産物を認定

する制度を定め、千葉のさかなのブランド力の強化を図ります。 
・開発したルートを拡充して安定したものにしていくとともに、新たな消費地市場

ルートを開発・活用し、複数の都市部での展開、定着を図っていきます。 
Ⅲ・千産千消・千産全消のための販売戦略の展開と販売・流通体制の確立を図るため、

県と生産者団体で構成する「県産農産物生産販売戦略会議（仮称）」を設置し、

県内はもとより首都圏に向けた県産農産物の販売促進活動を戦略的に展開しま

す。 

・食品関連産業や量販店等の実需者が、県産農産物を欲しい時に、いつでも手に入

れられる「千産千消ネットワーク」の平成 19 年度の本格稼働に向け、集配送セ

ンターを中心とした供給体制・情報機能の整備を進めます。 

・県産農産物・食品等の輸出促進を図るため、東アジア地域を中心に海外見本市

への出展やテスト輸出を行うとともに、県産農産物及び植木の輸出向け商品の
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開発や海外販売活動に取り組む生産者団体等を支援し、「千葉ブランド」農産物

や植木の輸出機会の拡大を図ります。 
Ⅳ・食育の推進・生産者と消費者相互の理解と信頼の確立を図るため、「ちば食育ボ

ランティア」や「ちば食育サポート企業」の活動を支援するとともに、食育ボラ

ンティアの地域ごとのネットワークづくりを進め、食育活動の促進を図ります。 
・食育基本法に基づき県の食育推進計画を作成し、子どもの頃から「食」や「農」

に関する正しい知識を得て、自ら「食」について考え、健全な食生活を身に付け

る「食育」の取り組みを、学校、地域、家庭などで幅広く推進します。 
・千葉ブランドの安心を保証するため、農業者が農産物の生産記録を記帳し、いつ

でも公開できるよう生産者組織、生産者に対して記帳運動を展開するとともに、

消費者が農産物の栽培状況などの情報追跡ができるトレーサビリティシステム

の構築を図ります。 

・千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例の周知を図るとともに、リスクコ

ミュニケーションなどを通じ、消費者や食品関連事業者、県がそれぞれの役割

や責務を認識し、協働して食の安全・安心の確保を推進します。 

 

施策の主務課 農林水産部 農林水産政策課  電話 ２８０７ 

関 係 課 安全農業推進課、農業改良課、生産振興課、畜産課、林務課、

水産課、漁業資源課、健康増進課、衛生指導課、経済政策課、

経営支援課、産業振興課、（教）学校保健課、（教）文化財課 
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施策名 

  戦略４ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

施策の目的 

高齢社会を迎えた今日、健康であることは、すべての人の願いであり、県民一人

ひとりの幸福な人生を実現するための基本です。そして、いつまでもその人なりに

元気で暮らせることを、県民誰もが願っています。 

また、健康づくりは、個人が幸福な人生をおくる上で必要なだけでなく、地域社

会の活性化にとっても重要です。健康であることが、社会貢献に繋がり、地域社会

の活力の向上につながることから、社会全体で健康状態や生活習慣など個人の具体

的な状況に応じた健康づくりを支援していくことが大切です。 

千葉県では、従来の集団を対象にした健康づくりの殻を破り、県民一人ひとりに

合わせた健康づくりを支援するため、全国に先駆けた新たな健康づくりの枠組みを

構築する「健康づくりふるさと構想」を推進しています。 

その中核的事業として、県民一人ひとりに対しきめ細かな対応が出来る「健康生

活コーディネート※プログラム」を民間と協働して構築し、生活習慣病や寝たきり予

防のため、科学的根拠に基づく個人別の健康づくりプランを提案しています。 

さらに、健康志向の高まりを背景とする、県民の多様な健康づくりに対するニー

ズに応える新たな健康サービス産業の振興や、県内の豊かな自然環境を健康づくり

の場として活用することなどにより、県民の健康度の向上を目指します。 

＊健康生活コーディネート：千葉県が「健康づくりふるさと構想」で打ち出した健康づくり政策の

新しい概念です。個人の健康状態のみならず、日常生活の具体的内容を把握した上で、一人ひとり

の状況に応じた健康づくりの目標設定と目標達成に向けた行動等を科学的根拠に基づいて提案し、

総合的・継続的に支援するものです。 

施策の実施状況（総括） 

「健康づくりふるさと構想」の推進に向けて、概ね順調に進んでいますが、一部

に課題があります。 

この理由として、①平成 16 年度に選定したモデル市町村で引き続き、事業を実施

するとともに、本年度新たに２市及び５民間事業者においてモデル事業を開始、さ

らに民間主体の事業展開も進んだことで、参加者数は目標には達しませんでしたが、

16 年度と比較して３倍になっており、順調に増加しています。また健康生活コーデ

ィネーターについても、目標の１４０人には達しませんでしたが、16 年度と比較し

て２．５倍になっており、順調に増加しています。千葉県型介護予防モデル事業参

加者数、産学連携による新たな健康づくり事業化支援事業の事業採択数は、いずれ

も目標を達成しています。 

一方、健康ちば旅倶楽部（CLUB CHIBA）の会員数については、16 年度と比較し

て６倍となっていますが、目標に対しては大きく下回っています。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

男性 64.5％ 

女性 65.0％ 

(17 年) 

日頃から日常生

活の中で、健康

の維持・増進の

ために意識的に

体を動かすなど

の運動をしてい

る人の割合 

向上を目指します 

(17 年度) 

男女とも 74％以上 

(22 年度) 
★★★ 

20～60 歳代男性 26.1％ 

40～60 歳代女性 23.9％ 

(17 年) 

成 人 の 肥 満 者

（BMI≧25.0）の

割合 

低下を目指します 

(17 年度) 

20～60 歳代男性 20％以下 

40～60 歳代女性 17％以下 

(22 年度) 
★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 健康生活コーディネート事業の全県的な展開を進めるため、モデル市町村におい

て継続的に事業の評価・分析を行い、健康生活コーディネートプログラムや運営方

法の改善を図ります。さらに、民間事業者等との協働による事業の展開を図ります。

また、事業実施の中心となる健康生活コーディネーターの育成を強化し、全県的展

開に必要な人員の確保を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

1,586 人 

（18 年 3 月） 
健康生活コーデ

ィネートプログ

ラム参加者数 

2,000 人 

(17 年度) 

10,000 人 

（19 年度） ★★ 

９７人 

（18 年 3 月） 
健康生活コーデ

ィネーターの育

成数 

140 人 

(17 年度) 

500 人 

（19 年度） ★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・モデル事業実施市町村支援事業（☆ 休止・廃止） 

・小型ＩＴ機器活用健康づくり事業（☆ 休止・廃止） 

・健康生活コーディネート個別提示事業（☆☆ 現状維持） 

・健康生活コーディネート事業の民間展開モデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・健康生活コーディネートプログラム開発事業（☆☆ 休止・廃止） 

・健康情報データシステム構築事業（☆☆ 現状維持） 

・健康生活コーディネーター育成事業（☆☆ 現状維持） 
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・健康づくり評価・分析事業（☆☆ 現状維持） 

・健康づくりふるさとちば普及啓発事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 健康生活コーディネート事業の対象を要支援・要介護（軽度）者に拡大するため、

16 年度に開発した健康生活コーディネートプログラムを活用して、千葉県独自の

介護予防モデルを開発します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

69 名 

（18 年 3 月） 
千葉県型介護予

防モデル事業参

加者数 

40 名 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・千葉県型介護予防モデル開発事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 県民が質の高い健康サービスを享受できるようにするとともに、健康サービス産

業の育成を通じて地域経済の活性化を図るため、県内の大学等と民間企業との連携

による新たな健康づくりの事業化を促進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

4 件 

(17 年度) 

産学連携による

新たな健康づく

り事業化支援事

業数 

4 件 

(17 年度) 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・産学連携による新たな健康づくり事業化支援事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 県内の豊かな自然を活用し、健康づくり観光を首都圏をはじめ全国の方々に提供

するとともに、森林を活用した健康増進プログラムや障害者への森林療法プログラ

ムを開発します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

51 人 

（18 年 3 月） 

健康ちば旅倶楽

部 （ Ｃ Ｌ Ｕ Ｂ 

ＣＨＩＢＡ）会

員数 

1,000 人 

(17 年度) 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・健康ちば旅倶楽部（CLUB CHIBA）の推進（☆ 大幅に縮小） 
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・健康と癒しの森整備事業／障害児・者への森林療法効果測定事業（☆☆☆ 縮小） 

 

○平成１７年度における主な成果 

 新しい健康づくり「健康生活コーディネート事業」については、平成 16 年度から

モデル市町村を選定し、事業を実施するとともに、新たに２市及び５民間事業者にお

いてモデル事業を開始し、県民一人ひとりの健康状態や生活習慣に合わせた健康づく

りを支援する取組を展開しました。平成１６年度から実施している４つのモデル市町

の健康づくり教室参加者（約３００人）についての 9か月間の状況は、①体力年齢が、

８．０歳向上（65.8 歳 → 57.8 歳）、②身体機能の改善・健康観や活力の向上など

「生活の質」（ＱＯＬ）が有意に向上、③参加者の９３パーセントが継続を希望する

など、健康増進や健康づくりの継続に十分な効果があることが確認されたところです。

また、健康生活コーディネーターを 58 人育成しました。 

また、低体力者や軽度の要介護者への活用可能性を検証するため、介護予防型モデ

ルの実証試験を 1市・２社会福祉施設で実施、トレーニング（１２週）開始前後の測

定結果について、文部科学省の新体力テストの点数に準じた体力得点を算出し比較し

たところ、筋力及び筋持久力、歩行能力を中心に有意な改善（31.5 点→35.4 点）が

認められました。 

さらに、多様な健康ニーズに応え、地域経済の活性化を図るため大学等の研究成果

を活用した新たな健康サービスの事業化を支援するため、4事業者を公募・選定し調

査研究を実施しましたが、その結果、これまでは関わりのなかった県内大学の研究者、

企業及び市町村が健康づくりの取組みにおいて結びつきが生まれ、さらには 17 年度

委託事業の成果を生かして経済産業省公募事業に採択されるなど、新たな健康サービ

スの創出に向けて、次の段階に移行し得たという成果がみられました。 

 

○残された課題 

県民誰もが容易に、一人ひとりの健康状態や生活習慣に応じた健康づくりができる

環境を整備するため、健康政策「健康生活コーディネート」の全県への普及を推進す

ることが必要です。 
また、国の医療制度改革や新たな介護保険制度に対応した医療・福祉と一体となっ

た健康づくりシステムを構築する必要があります。 
さらに、県民の多様な健康ニーズに応えるために、既に進められている森林を活用

した健康増進プログラムの開発だけでなく、千葉県に存する自然や施設等の地域資源

を、健康づくりに活用することが求められます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

健康政策「健康生活コーディネート」の実現に向けて、「健康生活コーディネート

事業」におけるモデル事業の成果を踏まえた新たな健康づくりの仕組みを、県民の健

康づくりの 1つとして定着させるため、市町村等が実施する科学的な健康づくりへの

総合的な支援や民間事業者等と連携した事業展開を図ることにより、健康づくりにお
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ける技術等の一層の高度化を促進します。 

また、保健・医療・福祉が一体となった生涯を通じた健康づくりの構築を進めるた

め、健常者から要介護者まで一貫した健康づくりシステムや健康診断と健康づくりの

連携による新たな生活習慣病予防モデルの開発を進めます。 

さらに、県民の多様な健康ニーズに応えるため、千葉県の持つ自然や施設等の多様

な地域資源を活用した、健康増進プログラムの実証試験や調査研究を進めることで、

同時に魅力ある健康サービスの創出と、地域産業の活性化を図ります。 

 

施策の主務課 健康福祉部 健康づくり支援課  電話 ２６６１ 

関 係 課 観光課、みどり推進課、障害福祉課 
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施策名 

  戦略５ 安全・安心な生活空間づくり 

施策の目的 

都市化の進展による地域社会の連帯感や、規範意識の低下など、社会の変化を背

景に犯罪が多発し、平成 14 年には過去最多となりました。また、犯罪の手口や内容

もより巧妙化、複雑化するとともに、近年は通り魔や無差別殺人、家庭内における

虐待や、DV、お年寄りや子どもなどいわゆる犯罪弱者をターゲットにした犯罪など、

犯罪の形態も多様化し、県民の不安を増大させています。 

私たちの住むまちが安全で安心なまちであることは、県民共通の願いです。 

多様化した犯罪をなくし、県民が安心して暮らせる生活空間を回復していくため、

県民一人ひとりが自分の安全は自分で守るという意識を共有し、地域住民、市町村、

事業者等と県・警察が連携・協働して的確な地域安全対策を講じるとともに、犯罪

の防止に配慮した道路、駐車場や住宅などの環境整備を推進するなどして、生活空

間を犯罪の起こりにくいものに改善するよう取組みます。 

施策の実施状況（総括） 

犯罪を減らし、県民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、概ね順調に

進んでいます。刑法犯認知件数は、平成 16 年の件数はもちろん、18 年の目標をも

下回り、過去最悪であった平成 14 年をピークに平成 15 年以降 3年連続で減少して

います。 

刑法犯認知件数が減少している主な要因としては、防犯パトロールなど自主防犯

活動を行う自治会等の団体が 1,000 を超え、55,000 人を超える県民の方々が日々防

犯活動に参加するようになったこと、警察による捜査・検挙活動の強化などが考え

られます。 

なお、刑法犯認知件数が減少しているにもかかわらず、防犯について良い方と感

じる県民の割合が２ポイント下がったことから、県民の体感治安は依然として悪い

状況にあるものと考えられます。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

131,037 件 

（17 年） 刑法犯認知件数 

前年より減少 

（17 年） 

過去最高を記録した平成14年の件

数（168,366 件）の 2割削減 

（18 年）  
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18.9％ 

（17 年度） 

「防犯」につい

て「良いほう」

と感じる県民の

割合 

（県政に関する

世論調査） 

前回調査(15年度20.9％)よりも増

加することをめざします 

（17 年度） 
★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 県民一人ひとりの防犯に対する意識啓発を促進し、犯罪被害に遭わないための施

策を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
県内 4地域 

（17 年度） 
市町村等と連携

した防犯キャン

ペーンの実施数 

県内３地域以上 

(17 年度) 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・安全安心まちづくり推進事業（☆☆☆ 拡大） 

・安全安心まちづくりシンポジウム開催事業（☆☆☆ 拡大） 

・犯罪発生情報等の提供事業 

・防犯講話等による自主防犯活動の促進事業 

 

Ⅱ 市町村、地域住民、自治会及び事業者等との連携・協働により､良好な地域コミ

ュニティづくりを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

県内 12 か所 

(18 年 3 月末) 
地域防犯情報セ

ンターの数 
県内 20 か所 

（17 年度） 
 

1,047 団体 

（18 年 3 月末） 
住民防犯パトロ

ール隊の数 

設置促進を支援 

（17 年度） 
 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・安全安心まちづくり推進体制の整備運営事業（☆☆☆ 拡大） 

・安全安心まちづくり自主力（みんなのちから）防犯対策支援事業（☆ 拡大） 

・自主防犯団体の施設等に対する支援事業 

・地域安全活動指導員による安全・安心まちづくり推進事業 

・菜の花ユニバースによる防犯対策事業 

・地域安全リーダーパワーアップ事業 

・犯人逮捕など県民の模範と認められる者に対する賞揚 
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Ⅲ 犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場、住宅等の構造、設備に関する指針に

基づきその普及に努めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

県内４か所 

（18 年 3 月末） 

街頭緊急通報シ

ステム（スーパ

ー防犯灯）の設

置か所数 

県内４か所 

（17 年度） 
 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・防犯に配慮した道路・公園・駐車場、住宅等の構造、設備に関する指針の普及事業 

（☆☆ 拡大） 

・犯罪の防止に配慮した街路事業（☆☆☆ 現状維持） 

・犯罪の防止に配慮した県立都市公園の管理・整備（☆☆☆ 現状維持） 

・県営住宅の防犯に配慮した改善工事事業（☆☆☆ 現状維持） 

・街頭緊急通報システム整備事業（スーパー防犯灯の設置と維持管理） 
 

Ⅳ 犯罪の被害に遭いやすい子どもたちの安全確保に努めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

16,994 人 

（17 年） 
刑法犯に占める

２０歳未満の被

害者の人数 

減少に努めます 

（17 年） 
 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・学校等に侵入して行なわれる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に

関する指針の普及事業（☆☆☆ 現状維持） 

・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業（☆☆ 拡大） 

・防犯教室推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子ども緊急通報装置を活用した子どもの安全確保の推進 

 

Ⅴ 犯罪の被害に遭ってしまった人を、社会全体で支援し早期回復を図るための取組

を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
街頭キャンペーンの実施及びパンフレ

ットの作成 

(17 年度) 

被害者等の現状

と支援の必要性

についての広報

啓発の実施 

街頭キャンペーンの実施及びパン

フレットの作成 

(17 年度) 
★★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・被害者支援活動の促進事業（☆☆☆ 拡大） 

・ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進（☆☆☆ 拡大） 

・ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業（☆☆ 拡大） 

・暴力根絶促進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子ども虐待ゼロ対策推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・児童虐待防止に向けた啓発・研修事業（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 安全で安心なまちづくりに関する広報啓発の推進  

 県民一人ひとりの防犯意識を高めるため、条例の趣旨、考え方を記載したパンフレ

ットを 26,000 部、ポスターを 5,000 部、チラシを 30,000 部、防犯リーフレットを

40,000 部それぞれ作成し、県内市町村、千葉県安全安心まちづくり推進協議会委員、

警察署、学校等に送付するとともに、防犯街頭キャンペーンにおいて配布したほか、

県のホームページにも掲載しました。 

また、9 月には茂原市との共催で、「千葉県安全安心まちづくりシンポジウム」を

開催し、約 2４0名の来場者がありました。 

犯罪発生情報については、平成 17 年１月から、県警のホームページに４罪種（ひ

ったくり、車上ねらい、自動車盗、侵入窃盗）を地図上に公開していますが、平成

17 年 12 月９日からは新たに「不審者情報マップ」も公開しました。不審者情報マッ

プには、警察に寄せられた子どもや女性に対する「声かけ」、「不審車両」、「つき

まとい」のほか、「痴漢、露出行為等」の情報を地図情報で掲載し、１か月ごとに情

報を更新しています。アクセス件数は、公開以来、平成18年３月末現在で153万 3,000

件に達しました。 

これらの取組により、自分の身は自分で守る、自分たちのまちは自分たちで守ると

いう考え方が少しずつ浸透するようになり、防犯パトロールなど自主防犯活動を行う

自治会等の防犯活動団体も1,000団体を超え、55,000人を超える県民の方々が日々、

防犯活動に従事するまでになりました。 

Ⅱ 良好な地域コミュニティづくり 

県民・地域団体、事業者団体、学校関係団体など 69 団体で構成する「千葉県安全

安心まちづくり推進協議会」総会を平成１７年７月に開催し、各団体の防犯への取組

状況について発表・意見交換するとともに、活動方針等を協議するなど、各団体の持

つネットワークの力を活用した県民ぐるみの防犯活動の推進を図りました。 

また、条例に定める県の安全で安心なまちづくりに関する基本方針を策定するため、

佐倉、船橋、大原の 3地域での自主防犯活動団体による検討会議、更に、浦安市、柏

市、銚子市、鴨川市、千葉市の 5市においてタウンミーティングの開催を依頼したこ

とで、地域ぐるみの活動が犯罪の抑止に大きな成果をもたらすことの重要性の認識が

深まり、良好な地域コミュニティづくりにもつながりました。 
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 さらに、地域の防犯活動を支援するため、「みんなのちからで行う防犯活動支援事

業」を創設、3市町（流山市、浦安市、酒々井町）において、自治会等の防犯活動に

対して支援を行いました。その結果、流山市では、自治会のパトロール隊に防犯ベス

トや帽子などの防犯用品を支給するとともに、青色回転灯を装備した擬似パトロール

カーによるパトロール活動を実施するなど、住民の自主防犯活動の促進が図られまし

た。また、浦安市では、市内の主要駅に防犯情報を市民に伝える大型のプラズマモニ

ターを設置し、市内で発生した最新の犯罪発生情報や不審者情報を表示することで、

市民の防犯意識の高揚に貢献しています。さらに、酒々井町では、チョッキ、腕章等

の資機材を住民に提供するとともに、擬似パトロールカーによるパトロールをスター

トさせるなど、地域の防犯力の向上に貢献しています。 

地域住民の自主防犯活動を支援するため、17 年度に４団体４施設を地域防犯情報

センターに指定した結果、平成 16 年度に指定済みの 8団体 8施設と合わせ、平成 18

年３月末現在、12 団体 12 施設が地域防犯情報センターに指定されています。地域防

犯情報センターの指定を受けた施設に対しては、継続して犯罪発生状況等の情報を提

供したほか、看板や掲示板、多機能電話機及び蛍光ベストを貸与したことにより、住

民の防犯活動の支援につながりました。 

 「菜の花ユニバースによる防犯対策事業」では、ボランティアで参加した大学生が

地域社会、市町村、学校等と協働しながら防犯活動等を行ったことにより、若者や地

域住民の防犯意識が向上しました。また、参加した大学生自身についても防犯意識や

規範意識の醸成が図られました。特に、学校や家庭訪問による学習支援では、生徒か

ら「年齢が近く、教わりやすい。」等の反響があり、学校の教員側からは「菜の花ユ

ニバースの方々から教えて貰うと生徒が飽きずに集中して勉強した。」などの反響が

ありました。 

Ⅲ 犯罪の起こりにくい環境づくり 

 防犯に関する指針を県のホームページに掲載したり、防犯街頭キャンペーンにおい

て、「住まいの防犯チェック」を掲載した防犯啓発チラシを配布したりしたことで、

一定の指針の周知が図られました。 

 また、県立都市公園については、犯罪の防止に配慮した施設となるよう、下枝の

剪定を実施しました。 

 さらに、県営住宅については、防犯に配慮した設備となるようインターホンを設置

したり、防犯灯を増設改善しました。（インターホン設置工事 1,988 戸、防犯灯増設

工事 56 基）。これらの取組により、防犯に配慮した県営住宅の改善が図られるととも

に、県営住宅の入居者の防犯意識が向上するなど、安全・安心な生活空間づくりへの

貢献度は大きかったと考えられます。また、インターホン設置工事において効率的な

施工に努め、当初の予定よりも設置戸数を増加することができました。 

Ⅳ 子どもの安全確保 

市町村教育委員会主管課長会議等の会議や協議会を通し、市町村教育委員会や学校

等に対して、指針の普及に努めました。 



 46

また、スクールガード・リーダーによる学校の巡回指導や支援によって、具体的な

警備のポイントや巡回における注意事項に係る研修等などを行うことができました。

さらに、学校安全ボランティア（スクールガード）に対する講習会は、警察等と連携

を図ることで、より専門的な講習会が実施できました。 

こうした取組の結果、県内の小学校での防犯教室実施率は、16 年度は 83.7％だっ

たものが、17 年度は 97.8％に増加しました。 

Ⅴ 犯罪被害者等に対する支援 

犯罪による被害者等を支援するため、相談窓口を一括掲載したパンフレットを

30,000 部、ポスターを 3,000 部それぞれ作成し、県内市町村、警察署、病院、健康

福祉センター（保健所）、消費者センター等へ配布し、情報提供を行い、犯罪被害に

苦しむ被害者等への活用がなされました。また、犯罪被害者と直接接する職員向けの

応接・相談心得を 25,000 部作成し、病院や各種相談窓口のある機関に配布し、相談

窓口等で対応する職員等の意識の向上につながりました。 

さらに、被害者支援業務を民間団体である「千葉犯罪被害者支援センター」へ委託

した結果、同センターにおいて 1,025 件の被害者相談への対応が図られるなど、犯罪

の直接的被害による苦痛の緩和や精神的被害からの立ち直りの促進が図られました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 安全で安心なまちづくりに関する広報啓発の推進 
 自主防犯活動を行う県民・事業者等が増えてきましたが、引き続き、条例の趣旨、

考え方を更に多くの県民・事業者等に周知、普及する必要があります。また、既に活

発な防犯活動に取り組んでいる団体が、今後とも継続して活動を行っていただくため

の方策について検討する必要があります。 
 現在、県警のホームページにおいて提供している犯罪発生情報は、ひったくり等の

犯罪情報を提供していますが、今後も社会情勢等に応じて、自主防犯を図る上で必要

な情報提供に努めていく必要があります。 
Ⅱ 良好な地域コミュニティづくり 
 「みんなのちからで行う防犯活動支援事業」の更なる活用により、県民の自主防犯

意識の高揚を図り、犯罪のないまちづくりに取組んでいく必要があります。また、地

域防犯情報センターについては、県内で自主防犯活動を行っている団体が、1,000 団

体を超えていることから、これまで以上に指定申請をそれらの団体に働きかけていく

必要があります。 
Ⅲ 犯罪の起こりにくい環境づくり 
 これまでの取組により、一定の指針の周知は図られましたが、防犯に配慮した指針

の内容の一層の実現化を図るため、これまでの周知啓発にとどまらず、道路や公園・

駐車場、住宅等が実際に指針の内容に沿ったものとなるよう新たな方策について検討

する必要があります。 
Ⅳ 子どもの安全確保 
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今後も，周知徹底を図るために，引き続き，指針の普及に努めていく必要がありま

す。 
最近は小学校の低学年児童が被害者となる事件が増え、また、発生場所も多様とな

ってきており、子どもの安全確保への取組を一層強化する必要があります。そのため、

「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」においては、防犯の専門家や警察官ＯＢ

の人材確保に時間を要しましたが、さらに全県的に取り組めるよう、努力していく必

要があります。また、「防犯教室推進事業」では、学校、保護者、地域住民、関係機

関等と連携を図って取り組みましたが、今後も地域全体で取り組んでいけるように進

めてまいります。 

Ⅴ 犯罪被害者等に対する支援 
 千葉犯罪被害者支援センターの活動に関する積極的な広報をはじめ、被害者のニー

ズに応じた付添い支援など、支援内容の充実を図ることが重要です。今後も犯罪に苦

しむ被害者等に対するきめ細かな被害者支援施策が実施されるよう、関係機関・団体

との連携を一層密にした被害者支援施策を推進することが必要です。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 安全で安心なまちづくりに関する広報啓発の推進 

 条例の趣旨、考え方の周知、また、県民の防犯意識の高揚を図るため、パンフレッ

トやポスター等従来の方法による広報啓発に加え、18 年度は、防犯に関するテレビ

番組を作成するとともに、番組を収録したビデオ（ＤＶＤ）を市町村等に配布し、住

民への普及啓発のために活用していただくことにしています。また、先進的な取組を

行っている自治会等を県のホームページで紹介し、さらなる活動の継続化、活発化に

努めます。 

 また、平成 18 年度は、年 1 回開催の通常のシンポジウムのほか、規模の小さいミ

ニシンポジウムを年 3回程度開催するほか、地域住民との意見交換会を積極的に開催

します。 

 さらに、県民への犯罪発生情報の提供については、現在の４罪種に子どもを対象と

した犯罪などの情報を加え、県民に対する情報提供の充実を図っていきます。 

Ⅱ 良好な地域コミュニティづくり 

 自主防犯活動を行う自治会等を支援するため、より多くの市町村が県の補助制度を

適用できるよう「みんなのちからで行う防犯活動支援事業」のＰＲ、周知に努めます。

特に、平成 18 年度は、17 年度よりも予算額を拡大し、10 を超える市町村での適用を

目指します。 

また、地域防犯情報センターの指定を増加させるため、自主防犯団体、警察及び行

政間の一層の連携強化を図るとともに、効果的な支援のあり方についても検討してい

きます。 

Ⅲ 犯罪の起こりにくい環境づくり 
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防犯に配慮した道路・公園・駐車場等の指針の実現化を図るため、平成１８年度に

おいては、新たな事業として、道路・公園・駐車場等について、地元住民、市町村、

警察等関係機関による合同防犯現地診断を行い、防犯について問題のある場所や施設

を点検し、関係機関に対して改善への働きかけを行うことで、犯罪の起こりにくい環

境づくりを進めます。また、年３回開催されているマンション管理基礎セミナーにお

いて防犯に配慮した住宅指針の説明を行なうほか、県内で行われる大規模開発計画に

係る県との事前協議において、指針の趣旨を考慮した開発となるよう事業者を指導し

ていきます。 

Ⅳ 子どもの安全確保 

平成 16 年 11 月に策定した、防犯に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する

指針の普及、実現化を図るため、危機管理マニュアルの作成や不審者の立ち入りを防

ぐための看板や受付の明示、校内巡回の実施など、点検すべき項目をまとめたチェッ

クリストにより、自分たちの施設を自分たちで点検し、防犯上の問題点を確認するよ

う県内幼稚園はじめ小・中・高等学校、養護学校等に改めて要請していきます。 

また、防犯の専門家や警察官ＯＢの人材確保のため、早い段階から動き出せるよう

に市町村教育委員会等に働きかけていきます。さらに、通学路周辺の住民に対して、

見守り活動のチラシを学校等から配付し、協力依頼をしていきます。 

「防犯教室開催事業」については、通学路等の安全マップ作成を研修の中に取り入

れていきます。 

Ⅴ 犯罪被害者等に対する支援 

 犯罪による被害者等を支援するため、引き続き相談窓口を一括掲載したパンフレッ

ト、ポスター等により情報提供に努めます。また、平成 18 年度は、被害者支援の重

要性、対応要領、関係機関の業務内容及び各種手続きの流れ等を具体的かつ専門的に

記載した「被害者対応マニュアル」を作成し、犯罪被害者等と直接接する職員等に配

布することにより、被害者等への支援を一層推進します。 

また、平成 18 年度も引き続き、民間団体「千葉犯罪被害者支援センター」に被害

者支援業務を委託し、被害者支援施策の充実を目指します。 

 

施策の主務課 環境生活部 県民生活課  電話 ２３３３ 

関 係 課 政策推進室、男女共同参画課、学事課、児童家庭課、 

都市計画課、道路計画課、道路整備課、道路環境課、 

公園緑地課、住宅課、（教）学校保健課、（教）指導課、 

警察本部 
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施策名 

  戦略６ みんなでつくる新しい地域社会 

施策の目的 

少子高齢化が進んでいる中、過疎高齢化問題、活気あるまちづくり、人と人との

つながりの希薄化など、地域は様々な問題を抱えています。 

また、国と地方との関係は、画一的で硬直的な中央集権から、基礎自治体である

市町村を中心に、地域において多様な行政サービスを可能とする地方分権の時代へ

と移りつつあり、「地域の自立」が叫ばれています。 

しかし、高度経済成長の時代が終わり、人々の価値観が多様化する中で、行政だ

けでは、住民の多様なニーズに対応することが限界にきているなど、これまでの、

既存組織や制度に依存した手法のままでは、社会の閉塞感を打破できません。 

これからの地域の未来は、人と人とのつながりによって、県民各層の方々がお互

いに色々なアイディアを出し、地域の中で楽しみ、汗をかきながら、新しい価値を

創造していくことがとても重要なことです。 

そのため、市町村と連携し、これまで県民の方々と共に考えてきた福祉分野での

取組を実行しつつ、その流れを、農業、経済、教育など地域づくり全般に広げてい

きながら、地域の問題は地域自らが決定し、行動していくという地方分権型社会の

実現を目指します。 

施策の実施状況（総括） 

「みんなでつくる新しい地域社会」の実現に向けて、順調に進んでいます。 

生活圏を単位としたタウンミーティングが、当初目標を上回る延べ 130 回開催す

ることができことなど、一定の成果を挙げることができました。また、県内各地域

で、地域の問題は地域で考えていくという趣旨のもと、地域の住民が主体となって、

次世代育成や農業分野などで、個別の地域課題の解決に向けた取組が行われました。

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

市民活動が、地域において以前よりも活
発となってきたと思う人の割合 

26.9％ 
（17 年度） 

（県政に関する世論調査） 

地域社会への参

加 

多くの方の参加を目指します 

（17 年度） 

全ての県民 

（21 年度） 
★★★ 
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市民活動が、地域において以前よりも活
発となってきたと思う人の割合 

26.9％ 
（17 年度） 

（県政に関する世論調査） 

地域づくりへの

参画 

多くの方の参加を目指します 

（17 年度） 

県民の概ね半数 

（21 年度） 

★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 新しい住まいの場・生活の場・子育ての場の確保 

地域のニーズに応じて、地域の誰もが「あるがままに・活き活き」と生活できる場

づくりを進めるとともに、道路、建築物のバリアフリー化、障害者等に対する差別を

なくすための施策を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

モデル地区の選定 
（18 年 3 月） 

県営住宅を活用

した新たな地域

づくりモデルの

立ち上げ 

モデル地区の選定 
（17 年度） 

モデル事業の実施 
（20 年度） 

★★★ 

1 ヶ所 
（18 年 3 月） 重度重複障害者

等のグループホ

ームの箇所数 

7 ヶ所 
（17 年度） 
16 ヶ所 

（19 年度） 
★ 

5 人 

（17 年 10 月） 
グループホーム

等を支援する支

援ワーカーの配

置人数 

5 人 

（17 年度） 

14 人 

（19 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県営住宅を活用した新たな地域づくりモデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・道路、建築物におけるユニバーサルデザインの推進（☆☆☆ 現状維持） 

・新しいタイプのグループホームの設置・支援モデル事業（☆☆ 拡大） 

・精神障害者の地域社会への移行モデル事業（マディソンモデル活用事業） 

（☆☆☆ 拡大） 

・障害者に対する差別をなくし、より一層の社会参加を促進する事業 

（☆☆☆ 拡大） 

・子どもの人権及び子どもの参画の検討（☆☆☆ 現状維持） 

・障害児タイムケア事業（☆☆ 拡大） 
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・みんなで支える子どもの成長推進事業（☆☆ 現状維持） 

・学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・まっ白い広場（プレーパーク）づくりモデル事業（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ サービス供給、就労支援、経済再生の一石三鳥を達成 

地域における活力の維持とコミュニティの再生の観点から、①地域ニーズに応じて、

②身近な地域で働くことができ、③地域を支え、変革していくビジネスが息づく、「一

石三鳥」の地域づくりを目指します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

94 事業所 

（18 年 3 月） 

地域密着型の在

宅支援型の新た

なサービスを創

出する星数事業

所数 

148 事業所 

（17 年度） 

1000 事業所 

（20 年度） ★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・新たな地域福祉像の実現を支援する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・地域生活創造ビジネスの振興と創業支援の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・地域経済社会を支える商業の活性化（「草の根福祉推進型」商店街活性化モデル事

業）（☆☆ 現状維持） 
・福祉作業所等の機能を強化する事業（千葉県障害者就労事業振興センター（仮称）

の設立支援）（☆☆☆ 現状維持） 
 

Ⅲ 総合コーディネート機能等の充実 

「福祉」と「まちづくり」や「経済」の融合を進める基盤として、県民、市町村、

企業、住民活動団体・ＮＰＯなど地域の様々な方々と共に、地域内のニーズとサービ

スのコーディネートや評価、人材育成などに取り組みます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

14 人 

（18 年 3 月） 
地域総合コーデ

ィネーター研修

修了者数 

14 人 

（17 年度） 

中核地域生活支援センター事業の

再編を検討 

（20 年度） 
★★★ 

20 人 

（18 年 3 月） 地域福祉を支え

る人材養成数 

20 人 

（17 年度） 

100 人 

（21 年度） ★★★ 
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モデル事業を実施 

（17 年度） 
「 誰 で も わ か

る」福祉サービ

ス第三者評価モ

デル事業 

モデル事業を実施 

（17 年度） 

完全実施 

（20 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・中核地域生活支援センターの機能強化モデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子育て応援人材バンクづくり支援事業（☆☆☆ 拡大） 

・子育て相談・情報提供事業（☆☆ 拡大） 

・地域福祉を支える人材を養成する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・「誰でもわかる」福祉サービス第三者評価モデル事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 地域の自発的取組による地域力の向上 

地域の中で（県民、市町村、企業、住民活動団体・ＮＰＯ等）全ての人が能力を発

揮し、調和しながら、生活できるよう、地域が真に自立した新しい取組が活発に行わ

れる地域社会の実現とそのためのシステムづくりを後押しします。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

130 回 

（18 年 3 月） 

県と市町村が関

わった生活圏タ

ウンミーティン

グの数 

100 回 

（17 年度） 
★★★ 

6 箇所 

（18 年 3 月） 
小域福祉フォー

ラムの設置支援

数 

100 箇所 

（17 年度） 

600 箇所 

（20 年度） ★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県民が変革を実感できる住民・市町村・県協働による地域づくり事業 

（☆ 現状維持） 

・合併市町との先駆的モデル事業の協働実施（☆☆☆ 拡大） 

・地域が主体となった課題対応型のモデル的取組促進事業（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 新しい住まいの場・生活の場・子育ての場の確保 

習志野市においては、建て替え中の県営住宅の敷地を活用して、地域にとって必

要な機能を確保することはできないかという観点での議論が始まったことや、障害

者の重い方などが「あるがままに・活き活き」と生活できるよう「重度重複障害者
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等のグループホーム」の設置に対する市町村への補助事業を開始し、1箇所設置す

ることができたことや、グループホーム等を支援する支援ワーカーを配置すること

ができました。 

Ⅱ サービス供給、就労支援、経済再生の一石三鳥を達成 

介護保険や支援費以外の制度外サービス供給事業所の設置支援を行い、小域福祉

圏ごとに県内 800 から 1000 箇所のサービス提供事業所を創出することを目指し、

サービス提供者の養成講座などを開催し 41 名の参加がありました。このような取

組を通じて、１７年度末で９４事業者が、地域のニーズに応じて、公的サービスの

隙間に落ちたサービスの提供に取り組んでいます。 

Ⅲ 総合コーディネート機能等の充実 

県内の各中核地域生活支援センターに、地域住民、市町村、企業、住民活動団体・

ＮＰＯなど地域の様々な方々と共に、地域内のニーズとサービスをコーディネート

できる能力を持った人材を確保するため、｢地域総合コーディネーター育成研修｣

を実施し、１４箇所全ての中核地域生活支援センターから研修を受講して頂くこと

ができました。また、誰もが安心して福祉サービスを利用できるように、第三者評

価のモデル事業に取り組みました。 

Ⅳ 地域の自発的取組による地域力の向上 

県内各地域で、地域の問題は地域で考えていくという趣旨のもと、地域の住民が

主体となって、個別の地域課題の解決に向けた取組が行われました。 

特に、各地域で開催された生活圏タウンミーティングでは、地域が主体的に、高

齢者にとって、このまちで暮らし続けることができ、もっと住みやすいまちするた

めにはどうしたら良いのかということが議論され、各地域において地域主体の地域

づくりに積極的取り組んでいくという動きを広げることができました。この取組を

通じて、「千葉県高齢者保健福祉計画」を策定することもできました。また、農村

部においては、農村集落単位で、これからの地域のあり方を考え、自ら地域の改善

に取り組んでいくという体制を整えることができました。その結果、生活圏を単位

としたタウンミーティングが、当初目標を上回る延べ 130 回開催することができま

した。 

 

○残された課題 

Ⅰ 新しい住まいの場・生活の場・子育ての場の確保 

「重度重複障害者等のグループホーム」の設置を促す市町村への補助事業は、市

町村での予算措置の必要もあることから、市町村に対するきめ細かなＰＲを行いな

がら、年度の早い段階で事業の実施体制を構築していく必要があります。 

Ⅱ サービス供給、就労支援、経済再生の一石三鳥を達成 

地域密着型の在宅支援型の新たなサービスを創出する「星数事業所支援事業」事

業については、地域の生活支援サービスなどのニーズを、実現していく事業者へと

橋渡しをしていく機能が重要であることが分かりました。 
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Ⅳ 地域の自発的取組による地域力の向上 

地域の自発的取組による地域力を向上していくためには、市町村の協力が必要不

可欠であるとともに、個別の地域課題への対応に留まらず、地域住民主体の取組が

広く地域づくり全般につながっていくよう、さらに多くの分野を取り込みながら事

業を実施していく必要があります。特に、行政の縦割りの弊害や制度の隙間などに

より、住民ニーズに十分な対応がなされていないような事例を中心に拾い上げてい

くことが重要です。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

①行政の縦割りの弊害や制度の隙間などに注意し、より多くの分野を取り込んでいき

ます。 

②地域の課題は横断的なものが多いことから、分野にこだわらずに、地域住民が、地

域の課題を考え、提案し、実行していくためのシステムづくりを進めます。 

③地域づくりの新たな担い手を確保していく方策を講じていきます。 

④関係者に対する施策のＰＲを積極的に行っていきます。 

 

施策の主務課 総合企画部 政策推進室  電話 ２４８４ 

関 係 課 市町村課、健康福祉政策課、健康福祉指導課、児童家庭課、 

障害福祉課、保険指導課、文化振興課、経営支援課、 

産業振興課、農業改良課、県土整備政策課、住宅課、 

建築指導課、その他各部主管課 
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施策名 

  施策１ 分権型社会を支える市町村への総合的支援 

施策の目的 

真の地方分権社会を実現するためには、住民に最も身近な基礎自治体である市町

村が、住民、民間企業、住民活動団体、ＮＰＯなど多様な主体と連携・分担しなが

ら、独自性・個性を発揮したまちづくりを進めていくことが重要です。 

そこで、県は、将来の千葉県の自治の姿を形づくるという認識に立ち、地方分権

時代にふさわしい自立性の高い市町村の形成を進め、全庁横断的な体制により市町

村を総合的に支援します。 

施策の実施状況（総括） 

分権型社会を支える自立性の高い市町村の形成を進めるための総合的支援を適切

に実施しました。 

市町村を取り巻く財政環境は、歳入面では、景気の回復傾向を受け、市町村税は、

徐々に回復に向かいつつあるものの、国の三位一体改革等による影響等から依然厳

しい状況にあり、一方、歳出面では、公債費が依然高水準であることや扶助費の増

加傾向が続いており、これを補うために各市町村は、基金の取り崩しなどにより対

応するなど、非常に厳しい状況にあります。 

このような中で、分権型社会における市町村は、以下のような要請を満たす必要

があります。 

・ 市町村は住民に最も身近な基礎自治体として、住民のニーズを敏感に感じ取り、

住民、民間企業、住民活動団体・ＮＰＯなど多様な主体と連携・分担しながら、

地域で本当に必要とされている政策を立案・実行する総合行政を展開していく必

要がある。 

・ これからの市町村には、財政面の自立だけでなく、職員の意識改革や高度化する

行政事務に的確に対応できる政策形成・法務能力に富む専門的な職員の育成など、

政策面の自立も求められている。 

上記のような観点を併せ、将来の千葉県の自治の姿を形づくるという認識に立ち、

地方分権時代にふさわしい自立性の高い市町村の形成を進めるため、全庁横断的な

体制により、市町村が自主的・創造的な行政運営を展開するための各種の支援や合

併市町村と協働で新市町の体制づくりに取り組むなど、市町村を総合的に支援して

きました。 

市町村が適切な解決策を講じられるように各種の支援を行ってきました。結果と

して、普通会計決算の実質収支赤字団体をださないことができる見込みです。 

県内の市町村数は、平成１７年度、８件の市町村合併により、平成１８年３月末

には、５６市町村（３６市１７町３村）に再編されました。県としても分権型社会

の基盤となる足腰の強い基礎自治体の形成に向けて一定の成果があったものと考え

ております。一方で、法定協議会の設置に至りながら合意に至らず、協議会を解散

した地域が１０件（うち５件は枠組再編の上復活）あり、また町村が点在するなど

県が補完的事務を行う上でも課題が出てきています。 

平成の合併は、明治、昭和の合併と異なり分権の視点からの合併であるという基

本認識のもと、千葉県としては、市町村合併を分権型社会にふさわしい基礎自治体

づくりと位置づけ、新合併特例法による市町村合併推進構想を策定し、今後も引き

続き自主的な市町村合併を推進していきます。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

0 団体 

（17 年度） 

※見込み 

普通会計決算に

おいて実質収支

が赤字の団体を

出さないこと 

0 団体 

（17 年度） 
★★★ 

8 件 

（17 年度） 市町村合併の件

数 
8 件 

（17 年度） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 市町村合併に対する取組の支援と県民等への情報提供により市町村合併を促進

します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

365,457 件 

（17 年 4 月～18 年 2 月） 
市町村合併に関

するホームペー

ジアクセス件数 

250,000 件 

（17 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・合併推進構想の策定（☆☆☆ 拡大） 

・市町村合併促進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・法定合併協議会への人的支援（☆☆☆ 縮小） 

・市町村合併支援補助金（☆☆☆ 休止・廃止） 

 

Ⅱ 合併した市町村が、速やかに一体的なまちづくりに取り組めるよう、合併市町村

と協働で新市の体制づくりなどに取り組みます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

25 件 

（17 年度） 新市町スタート

アップ支援件数 
20 件 

（17 年度） 

★★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・市町村合併支援本部による全庁的な取組（☆☆☆ 拡大） 

・新市町スタートアップ支援事業（☆☆☆ 現状維持） 

・合併市町との先駆的モデル事業の協働実施（☆☆☆ 拡大） 

・新たな業務運営や各種計画づくりへの積極的な支援（☆☆☆ 現状維持） 

・ふさのくに合併支援交付金（☆☆☆ 現状維持） 

・一部事務組合、公共的団体の再編・統合の支援（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 市町村が自主的・創造的な行政運営を展開するための各種の支援を行うことによ

り、市町村とのよりよい協力関係の確立を図っていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

3 回 

（17 年度） 
自治体新政策交

流会議の実施回

数 

3 回 

（17 年度） 

★★★ 

3 回 

（17 年度） 政策法務研修実

施回数 
2 回 

（17 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・市町村総合支援連絡会議による全庁的な取組（☆☆☆ 現状維持） 

・分権新時代・市町村総合補助金（☆☆☆ 休止・廃止） 

・市町村振興資金の貸付（☆☆☆ 現状維持） 

・税務事務に従事する職員の県・市町村相互交流の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・市町村の政策法務への支援（☆☆☆ 現状維持） 

・地域づくりサポーター（支援者）出前事業（☆☆☆ 現状維持） 

・自治体新政策交流会議（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 市町村への権限移譲を推進することにより市町村の主体性が発揮できる体制づ

くりを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

・509 事務（18 年 3 月現在） 

・「市町村への包括的権限移譲の考え方」

を提示 
権限移譲の事務

数 

引き続き、権限の移譲を進めると

ともに、包括的に権限移譲する仕

組みの創設を図ります。 

（17 年度） ★★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・市町村への権限移譲の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・地方分権の推進（分権推進事業）（☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 自主的な市町村合併の推進 
 自主的な市町村合併を推進したところ、１１地域３５市町村の合併により県内の市

町村数は、平成の大合併により県内において合併が行われる以前の８０市町村（３３

市４２町５村）から、平成１８年３月末には、５６市町村（３６市１７町３村）に再

編されました。（平成１７年度中のみで見ると、年度当初７７市町村であったものが、

５６市町村に再編されています。） 
Ⅱ 合併市町村のまちづくりに対する協働の取組 

 旭市、南房総市、山武市及びいすみ市の４地域において「新しいまちづくりに向け

ての意見交換会」を５回開催し、知事と首長が合併準備、新しいまちづくりに向けて

の課題や解決の方向について意見交換を行いました。この４地域において、地域の活

性化など、新しいまちづくりに向けての課題等について、県と市町村でいっしょに検

討する「新しいまちづくりに関する研究会」を１８回開催し、観光振興、農林水産業

の活性化などを検討しました。ここで検討された施策・事業が一部１８年度に事業化

されるなど具体的な成果が出ています。また、いすみ市に県職員を派遣することによ

り、社会福祉業務の円滑な事務移管が図れました。 

 新市福祉事務所への円滑な事務移管を行うために、市町村職員を対象に受け入れ研

修を実施し、合併市町村と協働での新市町の体制づくりに貢献しました。 

 既存の一部事務組合方式による事務の共同処理の見直しについて助言をすること

で、香取地域・山武地域などにおいて成果が出始めています。 

Ⅲ 市町村とのよりよい協力関係の確立 

 分権新時代・市町村総合補助金については、補助対象全ての団体に総合補助金を交

付（６７団体）しました。また、自治体新政策交流会議の開催、市町村からの相談へ

の現地訪問も含めた対応を実施するなど、地域の特色を生かした地域づくりの実施に

対する支援を行うことにより、市町村の政策立案能力の向上を図ることができました。 

Ⅳ 権限移譲の推進 

住民に身近な事務を中心とした包括的な権限移譲の考え方を整理し、市町村に提示

しました。 

 

○残された課題 

・自主的な市町村合併の推進について、１７年度は具体的な法定合併協議会設置の動

きがありませんでしたが、今後策定する合併推進構想を契機とし、自主的な市町村合

併を推進していくことが必要であると考えています。 
・分権新時代・市町村総合補助金については１７年度で終期を迎えるところ、これま
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での成果を踏まえ、引き続き、市町村の政策立案能力のより一層の向上を図る必要が

あります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

・新合併特例法に基づく合併推進構想を策定するとともに、新法下における合併支援

策として仮称「新・新しいまちづくり支援プラン」を策定し、引き続き自主的な合併

を推進します。 
・新たに平成１８年度から、元気な市町村づくり総合補助金をスタートさせます。 

この事業は、地域の特色に応じて市町村が実施する自主的・創造的な事業や、先進

的・先導的な事業に対して幅広い見方から助成することにより、市町村の政策立案能

力の向上を通し、より一層の自主・自立の推進を図ります。 

 

施策の主務課 総務部 市町村課  電話 ２３６２ 

関 係 課 戦略プロジェクト推進室、企画調整課、総務課、税務課、 

政策法務課、県土整備政策課、関係各課 
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施策名 

  施策２ 次世代育成支援対策の推進 

施策の目的 

「千葉県次世代育成支援行動計画」の基本理念「子どもは地域の宝 すべての子
どもと子育て家庭の育ちを地域のみんなで支える」の実現に向けて、当事者の視点
に立ち、「子ども・若者」、「親」、「地域」の３つの領域に位置付けた、次世代育成支
援のための必要な施策を、分野横断的に推進します。 

「子ども・若者」については、子どもの視点を重視し、子どもが社会の一員とし
て尊重され、生まれてよかったと思える社会の実現を目指すとともに、子どもが心
身ともに健やかに育ち、自立した若者へ成長できるよう、食育の推進をはじめとし
て乳幼児期からの子どもの健康の増進や子どもの生きる力を育む教育の推進、若者
の就労支援などの施策を推進します。 
「親」については、男性の育児休暇の取得促進等男女がともに仕事と生活のバラ

ンスの取れた働き方ができるよう見直すとともに、出産後に再就職を希望する女性
への支援など、誰もが安心して子どもを生み育てられるような社会環境づくりや多
様な生き方が可能な地域社会の実現を目指して、事業所における次世代育成支援対
策の取組みの促進などの施策を進めます。 
「地域」については、地域の特性やニーズに応じた、地域での多様な子育て支援

を推進するため、地域住民自らが実施主体となる子育て支援の「地域力」を高める
ための施策や子どもの遊び場などの施策を推進します。 

以上のような次世代育成支援対策を推進するため、その中心的役割を担う市町村
に対し、市町村長等を対象としたトップセミナーを開催するなど、市町村の主体的
で積極的な次世代育成支援対策への取組みを強力に支援します。 

施策の実施状況（総括） 

 「次世代育成支援対策の推進」の達成に向けて概ね順調に進んでいます。 
Ⅰ 子育ての地域強化力の強化 
 地域子育て支援センターが３８か所、放課後児童クラブが２０か所増加するなど、

地域での特性やニーズに応じた多様な子育て支援の推進に一定の成果を上げるこ
とができました。 

Ⅱ こどもたちの心と体の健やかな成長と自立した若者への成長 
・総合周産期母子医療センターが開設したことにより、周産期医療体制の充実が
図られました。 

 ・日本版デュアルシステム訓練事業委託訓練型において、情報ビジネス科で就職
率８１．８％、パソコン案＆ネットワークビジネス科では、入校率１２５％を
達成しました。 

・地域小規模児童養護施設を富浦学園に設置しました。 
Ⅲ 子どもの遊び場、交流の場の充実 
 四街道市及び銚子市にまっ白い広場を１か所ずつ設置しました。 
Ⅳ 仕事と家庭の両立や働き方の見直し 
企業経営アドバイザーを２９名養成しました。 

Ⅴ 子どもへの虐待を防止、子どもの社会的養護の充実 
・児童虐待防止ネットワークの設置市町村数は、前年度比で６か所の増でしたが、
平成１７年度は１６か所増加しており、一定の成果を上げることができました。

 ・里親制度の充実を図った結果、里親の数は２２９組で、目標の２３８組をほぼ
達成（９６％）しました。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

11 か所 
(17 年度) 

小域福祉フォー

ラム※の設置数

（累計） 

100 か所 
（17 年度） 
600 か所 

（20 年度） ★ 

※小域福祉フォーラム：小域福祉圏（小・中学校区）において、地域住民・団体等が主体となって、地域における福祉等のあ

り方・取組み方を考えていく組織。 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 子育ての地域力を強化します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

230 か所 

（17 年度） 

地域子育て支援
センター設置数
（なのはな子育て

応援事業実施保育

所を含む。） 

全保育所の半数＊ 
（17 年度） 
全保育所 

（21 年度） ★★ 

436 か所 

（17 年度） 放課後児童クラ

ブ設置数 

設置数の増加について 
市町村を支援します。 

（17 年度） 
496 か所 

（21 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・子育て県民基金の設立の検討事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子育て地域力強化モデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子育て相談・情報提供事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子育て応援人材バンクづくり支援事業（☆☆☆ 拡大） 

・地域の教育力の活用の促進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・地域子育て支援センターの整備を促進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・私立幼稚園における子育て支援の充実（☆☆☆ 拡大） 

・子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業（☆☆ 現状維持） 

・小規模放課後児童クラブ補助事業（☆☆☆ 現状維持） 

・私立学校経常費補助の実施（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 子どもたちの心と体の健やかな成長と自立した若者への成長を応援します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

1 か所 
（17 年度） 総合周産期母子

医療センターの
設置数 

1 か所 
（17 年度） 

2 か所 
（21 年度） ★★★ 
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49.1％ 

（17 年度） 日本版デュアル

システム訓練事

業による就職率 

就職率の向上を 
目指します。 
（17 年度） 

55％ 

（21 年度） 
★★★ 

1 か所 

（17 年度） 地域小規模養護

施設の設置数 

1 か所 
（17 年度） 

5 か所 

（21 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・小児・周産期医療を整備・充実する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業（☆☆☆ 現状維持） 

・中学生・高校生のための健康づくりピア相談（☆☆☆ 現状維持） 

・学校施設の開放を推進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・小学校から始めるキャリア教育の推進（☆☆☆ 拡大） 

・ちば若者キャリアセンターによる就業支援（☆☆☆ 現状維持） 

・企業実習や職場体験をとおした若年者就業支援（☆☆☆ 現状維持） 

・みんなで支える子どもの成長推進事業（☆☆☆ 拡大） 

・障害児タイムケア事業（☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 子どもの遊び場、交流の場の充実を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

２か所 

（17 年度） 
ま っ 白 い 広 場

（ プ レ ー パ ー

ク）設置数 

3 か所 
（17 年度） 
10 か所 

（21 年度） ★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・まっ白い広場（プレーパーク）づくりモデル事業（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 仕事と家庭の両立や働き方の見直しを進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

２９名 

（17 年度） 
企業における企

業経営アドバイ

ザー数 

100 人 
（17 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・企業の次世代育成支援対策の取組み促進（“社員いきいき！元気な会社”推進事業） 
（☆☆☆ 拡大） 
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・女性の再就職支援拠点の整備（☆☆☆ 拡大） 
 
Ⅴ 子どもへの虐待を防止し、子どもの権利を守ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

39 市町村 

（17 年度末） 
児童虐待防止市

町村ネットワー

ク実施市町村数 

全市町村 
（17 年度） 
全市町村 

（21 年度） ★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・子ども虐待ゼロ対策推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・児童虐待防止に向けた啓発・研修事業（☆☆☆ 拡大） 

・子どもの人権及び子どもの参画の検討（☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 子育て地域力の強化 

地域子育て支援センター事業や放課後児童クラブの設置促進、子どもの遊び場など

の施策の推進により、地域住民が一緒になって子どもと子育て家庭を支える地域力を

強化し、子育てしやすい環境づくりを推進できました。 

Ⅱ 子どもたち心と体の健やかな成長と自立した若者への成長 

①総合周産期母子医療センターの整備 

総合周産期母子医療センターが開設したことにより、周産期医療体制の充実が図ら

れました。 

②日本版デュアルシステム訓練事業 

委託訓練型において、情報ビジネス科で就職率８１．８％、パソコン案＆ネットワ

ークビジネス科では、入校率１２５％を達成しました。 

③地域小規模養護施設の設置 

地域小規模児童養護施設の整備（富浦学園１か所） 

Ⅲ 子どもの遊び場、交流の場の充実 

 四街道市及び銚子市にまっ白い広場を１か所ずつ設置しました。 

Ⅳ 両立支援や働き方の見直し 

企業経営アドバイザーを２９名養成しました。 

Ⅴ 子どもへの虐待の防止、子どもの権利の擁護 

（１）子どもへの虐待の防止 

・市町村管理職及び担当者に対して、研修を実施し、児童虐待対応に関する認識の

促進を図ることができました。 

 ・児童虐待防止推進月間に「子どもの人権を守り、子ども虐待を考えるフォーラム」

を開催し、約 300 名の参加があり、児童虐待への理解を図ることができました。 

・児童虐待防止ネットワークをいまだ設置していない市において、地域力発掘事業
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を実施し児童虐待防止フォーラムを開催し、市町村における児童虐待防止ネットワ

ークの立ち上げを支援しました。 

（２）社会的養護の充実 

・里親や里親希望者に対する研修の支援や児童相談所への里親対応専門員の配置な

どを通じて、里親制度の充実を図った結果、里親が増加しました。（里親：218

→227 組に増加） 

・小規模でかつ家庭的な環境の中で、各児童の特性に応じた専門的な支援を行う地

域小規模児童養護施設を県立の富浦学園に設置しました。 

・要保護児童等に対する社会的資源のあり方を検討するため、社会福祉審議会のも

とに社会的資源あり方検討委員会を設置し、専門的な見地から総合的な検討を行

いました。  

 

○残された課題 

Ⅰ 子育て地域力の強化 

地域全体で子育てを支援する基盤の形成をはかるためには、子育て家庭等に対する

育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援などの、地域の子育て家

庭に対する育児支援が必要です。 

そのため、保育所等の持つ子育てノウハウを活用した、地域子育て支援センター事

業の、なお一層の取り組みへの理解や、地域住民みんなで子育てを支援するための、

小域福祉圏を中心とした地域子育て会議のモデル事業の積極的な展開が必要です。 

Ⅱ 子どもの心と体の健やかな成長と自立した若者への成長 

 地域周産期母子医療センターは二次保健医療圏ごとに１か所設置することを目標

にしており、その整備を促進する必要があります。 

Ⅲ 子どもの遊び場、交流の場の充実 

県内でプレーパーク活動に取り組む団体と行政がパートーシップを結ぶためには、

事業に対する相互理解と協力体制の確立が不可欠となります。 

また、活動団体が存在しない市町村の行政担当者に事業の意義を理解してもらうこ

とが課題です。 

Ⅳ 両立支援や働き方の見直し 

 アドバイザーを計画に沿い着実に養成する必要があります。 

Ⅴ 子どもへの虐待への防止、児童の社会的養護の充実 

（１）子どもへの虐待への防止 

・市町村児童虐待ネットワークも未設置市町村が１６市町村あります。（18 年度設

置予定） 

・市町村母子保健担当者の児童虐待防止のための取り組みの検討が必要です。 

・児童相談所の児童虐待対応の専門性の強化を図る必要があります。 

（２）社会的養護の充実 

・要保護児童の支援は、児童福祉施設での支援が大きな割合を占めていますが、児
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童の発達においては、乳幼児期の愛着関係の形成が極めて重要であり、できる限

り家庭的な環境の中で養育されるよう里親等の家庭的養護の充実が必要です。 

・家庭的な環境の中で、児童の特性に応じた専門的な支援を行うことは、被虐待児

等の社会的自立のために重要であることから、民間の児童養護施設においても地

域小規模児童養護施設が設置されるよう県として働きかけることが必要です。 

・社会的資源あり方検討委員会については、今後提言を受けて県として取り組むべ

き施策を実施する必要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 子育て地域力の強化 

市町村においては、事業の趣旨をよく理解して頂き、補助事業の活用を含め、市町

村の協力・理解を得ていくこととで、事業への積極的な取り組みを促していきます。 

Ⅱ 子どもたちの心と体の健やかな成長と自立した若者への成長 

地域における周産期医療の中核的な病院について、地域周産期母子医療センターに

向けた体制整備を支援します。 

Ⅲ 子どもの遊び場、交流の場の充実 

「プレーパークを知る講演会」には、県内で活動中の団体の方とともに、県内全市

町村の担当者が必ず１名以上参加するように依頼し、特に行政担当者へプレーパーク

の理念を広めることとします。 

また、「プレーパークに関わる者の研修会」は、プレーパークに関わる者（運営者、

プレーリーダー、行政）が一緒に参加することとしており、それぞれの立場からの研

修会を実施、協力体制を築くきっかけとします。 

Ⅳ 両立支援や働き方の見直し 

 企業の人事担当者に対し、積極的にアドバイザー養成事業の周知徹底の必要があり

ます。 

Ⅴ 子どもへの虐待への防止、児童の社会的養護の充実 

（１）児童虐待ネットワーク地域力強化事業として、市町村虐待防止ネットワークに

対し、アドバイザーを派遣し、市町村母子保健担当者研修を実施します。 

（２）里親への委託を推進するため、中央児童相談所に里親委託推進員を設置します。 

 

施策の主務課 健康福祉部 児童家庭課  電話 ２３１７ 

関 係 課 学事課、健康増進課、障害福祉課、医療整備課、経済政策課、

雇用労働課、産業人材課、公園緑地課、（教）施設課、 

（教）生涯学習課、（教）指導課、（教）文化財課、 

（教）体育課 
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施策名 

  施策３ 男女共同参画社会の実現 

施策の目的 

我が国の総人口は平成 18(2006)年をピークに減少すると見込まれており、世界に

も類を見ないスピードで少子・高齢化が進むなど、社会情勢が急速に変化していま

す。 

このような中で、経済社会の持続可能な発展のため、また次世代の健全育成のた

めにも、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができ

る社会の形成に向けて、家庭と仕事の両立、多様な働き方の実現を支援していくこ

とが、特に重要です。 

一方、高齢者が、いきいきと安心して暮らせる地域社会を築いていくためには、

年齢にとらわれずに社会参画できる環境を整備することや、男女の身体的特性等に

配慮しながら、誰もが生涯を通じて健康な生活を送ることができるように支援して

いくこと等が求められます。 

これらの課題に対応していく上で、男女が共に様々な活動に参画し、地域社会に

貢献することが重要なかぎとなります。 

真の地方自治の実現に向けて県民一人ひとりがいきいきと暮らすことのできる男

女共同参画社会を形成するため、市町村、関係機関・団体等との連携・協働を一層

促進し、一体となって取り組みます。 

施策の実施状況（総括） 

男女共同参画社会の実現に向けては、概ね順調に進んでいますが、一部に課題が

あります。 

・男女共同参画社会の実現に向けた計画の策定及び推進については、平成 16 年 9 月

に実施した県民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」との考え方について、初めて

「そう思わない」とする回答が男女ともに過半数を超えるなど、県民の意識は着実

に変化していることがうかがえます。しかし、平成 17 年度の県政世論調査で、県民

の４割以上が「男女共同参画社会づくりの実現に当たって重要な分野」だと考えて

いる行政の政策方針決定過程における女性の参画は、まだ立ち遅れている状況にあ

り、指標の一つである県の審議会等における女性委員の割合は平成 17年度で 26.3％

に留まり、「千葉県男女共同参画計画」（第１次）に掲げる 30％を達成することがで

きませんでした。また、市町村の取組についても、男女共同参画計画を策定した市

町村は、46.4％と、目標の 40％は超えたものの、未だ全市町村の半数以下に留まっ

ているほか、組織上男女共同参画を位置付けていない市町村も 18％あるなど、依然

として大きな地域差が見られ、県として一層の取組が必要となっています。 

・千葉県では平成 17 年 9 月に「千葉県男女共同参画計画策定作業部会」を立ち上げ、

県民と行政の協働により、白紙の段階から第 2次の「千葉県男女共同参画計画」策

定を進めているところであり、平成 18 年 3 月に骨子案の発表と、県民意見の公募を

実施しました。今後、平成 18 年前半までに計画を策定し、新しい計画に沿って男女

共同参画社会の実現に向けた取組を着実に進めていく必要があります。 

・ＤＶ被害者支援に関しては、これまでの取組により県内関係各団体との緊密な連

携が図られ、ＤＶに関する認識も高まってきました。平成 18 年 3 月には、「千葉県

ＤＶ防止・被害者支援基本計画」を策定したところです。今後、この計画に沿って、

更に取組を進めてまいります。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

－ 
（国勢調査集計中） 

社会のあらゆる

分野において、

指導的地位に女

性が占める割合 

割合を増やします 
（17 年度） 

－ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 男女共同参画施策を総合的、効果的に展開するため、次期千葉県男女共同参画計

画を策定します。また、ＤＶを防止し、被害者の自立を支援するため、「千葉県Ｄ

Ｖ防止・被害者支援基本計画（仮称）」を策定します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

骨子案の策定、県民からの意見募集実施

（18 年 3 月） 
次期千葉県男女

共同参画計画の

策定 

計画の策定 

（17 年度） 

★ 

26.3％ 

（17 年 12 月） 県の審議会等の

女性委員の割合 

30％ 

（17 年度） 

★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・次期千葉県男女共同参画計画・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（仮称）」の

策定（☆☆ 大幅に縮小） 

 

Ⅱ 市町村、民間団体等への情報提供等による支援や女性センター機能の拡充を行う

とともに、連携強化を図り、地域の推進体制整備を促進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
46.4％ 

（56 市町村中 26 市） 

（18 年 3 月末） 

男女共同参画計

画を策定した市

町村の割合 

40％ 

（17 年度） 

80％ 

（22 年度） ★★★ 
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63 市町村  82％ 

（17 年 4 月当初） 

男女共同参画に

関する事務の担

当部署が組織上

位置付けられて

いる市町村の割

合 

100％ 

（17 年度） 

★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・市町村支援の強化（☆☆☆ 現状維持） 

・民間団体等への支援・連携（☆☆☆ 現状維持） 

・女性センター機能の拡充（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ ＤＶ被害者一人ひとりが、どこでも、安心して安全・平穏な生活をおくることが

できるよう必要な支援を行うとともに、全県的なＤＶ相談支援体制の整備を促進し

ます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
46.1％（女性）＊ 

47.9％（男性） 

（参考、16 年 9 月） 
ＤＶに対する認

識 

割合を増やします 

（17 年度） 

100％に近づけます 

（21 年度） － 

21 団体 

（17 年度） 民間ＤＶ被害者

支援活動団体数 

団体数を増やします 

（17 年度） 

★★★ 

4,677 人 

(17年度末までの累計) 

県が関与するＤ

Ｖ被害者支援に

係る研修の受講

者数 

4,200 人 

（17 年度末までの累計） 

★★★ 

＊  ＤＶに対する認識として、「男女共同参画社会実現に向けての県民意識調査」（平成 16 年度実施）において、「夫から妻へ

の暴力」に対して、「女性の人権が侵害されていると感じる」と答えた人の割合を記載しています。 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進（☆☆☆ 拡大） 

・ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業（☆☆ 拡大） 

・暴力根絶促進事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 雇用等の場における女性の能力活用や、誰もが仕事と家庭生活等との両立が可能

な就業環境の整備を促進するため、事業所に対する支援を行います。 
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＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

300 人 

（17 年度） 
雇用労働関係セ

ミナーの受講者

数（年間） 

300 人 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・事業所における男女共同参画の促進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅴ 農林漁業分野における女性の政策・方針決定の場や経営への参画を促進するため、

より一層の能力開発を図るとともに、効果的・効率的な支援体制を構築し、その実

現を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
女性起業家 

個人 230 人 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 77 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

当初目標を超え、17 年度中に新たな数値

目標を策定しました。 

農林水産業に関

する女性起業家

数 

当初目標 200 人を超えたため、更に

起業家数を増やします 

（17 年度中に新たな数値目標を策

定します） 

★★★ 

11,068 人 

当初目標を大幅に超え、17 年度中に新た

な数値目標を策定しました。 

県が各地域で開

催する農山漁村

いきいきセミナ

ー修了者数 

当初目標 6,000 人を超えたため、

更に修了者数を増やします 

(17 年度中に新たな数値目標を策

定します) ★★★ 

12 人 

市町村合併による人数減等により目標

を下回っています。17 年度中に新たな数

値目標を策定し、取り組みます。 

女性の農業委員

数 

78 人 

（1市町村 1人以上） 

(17 年度) 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・政策・方針決定の場への参画促進（☆☆☆ 現状維持） 

・農山漁村女性起業の躍進（☆☆☆ 休止・廃止） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ  17 年度は、「千葉県男女共同参画計画策定作業部会」を立ち上げ、全く白紙の段

階から、県民と行政との協働による男女共同参画計画づくりを進め、42 箇所の県

民集会などに出向いて県民の方々の意見を聴いたほか、アンケートでも意見を聴き

ました。また、白紙段階で 3箇所、骨子案段階で 4箇所のタウンミーティングを実

施するとともに、10 箇所のミニタウンミーティングや、2度にわたる意見公募等で、
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県民の方々の意見を聴き、男女共同参画計画への理解と関心が高まりました。 

Ⅱ  男女共同参画の推進については、これまで県民活動の促進・連携及び市町村の主

体的取組の促進を基軸として、各種の施策を展開してきました。平成 18 年 3 月末

時点で男女共同参画計画を策定した市町村は、平成 16 年度の 35％から、46.4％に

増加しています。 

Ⅲ  ＤＶ対策についても、これまでの県の取組の成果を踏まえ、ＤＶ被害者の視点を

重視した「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」を平成 18 年 3 月に策定しまし

た。また、積極的な広報、啓発やＤＶ関連団体との連携推進に努めた結果、県が関

与するＤＶ被害者支援に係る研修の受講者は、平成 17 年度末までの累計で 4,677

人に増加しました。ＤＶ被害者支援の民間団体も、平成 16 年から３団体増え、21

団体となり、ＤＶ被害者の救済がよりスムーズに行われることになりました。 

 

○残された課題 

Ⅰ  平成 17 年 12 月に閣議決定された国の「男女共同参画基本計画」（第 2 次）等も

踏まえ、平成 18 年度の前半までに、法定計画である第 2 次の「千葉県男女共同参

画計画」を策定し、男女共同参画の着実な推進を図る必要があります。 

Ⅱ  また、千葉県における女性センター機能については、年間 5千件以上に上る相談

事業の利用者をはじめ、多くの県民の方々に重大な影響を及ぼすことが予想される

ことから、緊急に対応策を検討する必要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ  男女共同参画計画については、関係各機関と連携を図りながら、幅広い層の県民

の方々に男女共同参画の意義を御理解いただき、より実効性のある計画の策定と着

実な推進を図ります。 
Ⅱ  また、千葉県における女性センター機能については、県議会における議決の重さ

を踏まえつつ、センター機能を利用されていた県民の方々の不利益ができるだけ早

期に解消されるよう、県議会とも協議しながら、対応策を検討してまいります。 
 

施策の主務課 総合企画部 男女共同参画課  電話 ２３７２ 

関 係 課 関係各課（全庁）、児童家庭課、雇用労働課、農林水産政策課、

農業改良課、林務課、水産課、(教)指導課、警察本部 
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施策名 

  施策４ ＮＰＯ立県千葉の実現 

施策の目的 

社会経済状況の変化や地方分権の進展から、行政の役割の見直しが求められて

います。また、県民ニーズの多様化から、これまでの行政主体による課題への取

り組みに加え、各地域において県民自らが主体となった課題への取り組みが期待

されています。こうした中で、自発性に基づいた社会的な活動を行う住民活動団

体などの非営利の団体（ＮＰＯ※）の活動を通じて、地域が抱える社会的課題に

取り組む県民が増えています。 
そこで、地域の課題解決に重要な役割を担うことが期待されているこれらの団

体に着目して、ＮＰＯ立県千葉の実現、すなわち県民の自発的な活動が最も活発

な千葉県を実現することによって、県民の視点に立ったより良い地域づくりを推

進していきます。 
※ＮＰＯ：「民間非営利組織」と訳されています。市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的・継

続的に、社会サービスを提供する団体のことで、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、住民活動団体に限らず、自

発性に基づいた社会的な活動を行う自治会･町内会、婦人会といった組織･団体を含み、法人格の有無を問いま

せん。Nonprofit  Organization の略。 

施策の実施状況（総括） 

 ＮＰＯ立県千葉の実現に向けて概ね順調に進んでいます。 

17 年度の県政に関する世論調査では、「市民活動が、地域において以前よりも活

発となってきたと思う人の割合」が、26.9％でした。一方で、「以前と変わらない」

との回答も 25.3％ありました。これは、単純化した場合、ともに県民の 4人に 1人

が、そのように思っていることになります。 

ＮＰＯ法人数については、概ね目標どおりの 1,021 団体となり、これは都道府県

において 4番目に多い法人数となっています（平成 17 年 3 月現在）。この団体数は、

ＮＰＯ法人に限った場合ですが、任意団体を含めるとこれ以上の数の団体が県内で

活動を展開していることになります。こうした活動が広がりを見せるなか、同じ調

査で、市民活動の発展への期待を聞いたところ、「期待している」との回答が半数以

上を占めていました。 

このほか、全国 27 のＮＰＯが実施した調査（「第 2回都道府県、主要市における

ＮＰＯとの協働環境に関する調査報告書」（平成 17 年 11 月発行））において都道府

県のなかで、協働環境が整備されている県として最も高い評価を受けました。 

こうしたことから、県内において、確実にＮＰＯ活動の活発化の機運が醸成され

ており、さらなるＮＰＯ活動を生み出す土壌が育まれているものと考えられます。

なお、このたび検証指標・手段として、県政モニター調査と県政に関する世論調

査を使用しましたが、前者の調査対象が 198 人であるのに対して、後者の標本数が

1,500 人であるなど、両者の調査方法が異なるため、回答の数値を比較することは

できませんでした。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

26.9% 
（17 年度） 

（県政に関する世論調査） 
ＮＰＯの活動が

活発になったと

思う人の割合 

割合を増やします 

（17 年度） 
－ 

1,021 団体 
（17 年度） 

ＮＰＯ法人数 
1,080 団体 
（17 年度） 
1,800 団体 
（20 年度） ★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ（理解の促進） 
住民活動団体などに対する理解を促進するための普及啓発や相談・情報提供等を充

実させるとともに、ＮＰＯ法人に関する情報公開を進めます。 
＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

4,492 人 

（17 年度） 

ＮＰＯ活動推進

課主催の各種説

明会、講座、フ

ォーラム等への

参加人員 

6,000 人 

（17 年度） 
★ 

2,808 件 

（17 年度） 
情報誌・ニュー

スリリース、メ

ールマガジン送

付・登録件数 

3,000 件 

（17 年度） 
★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ＮＰＯ活動広報事業（☆☆☆ 拡大） 

・県民ＮＰＯ基礎講座（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ（自立した活動の強化） 
県民が自発的に自立した活動を継続して展開できるよう、地域の課題解決力や団体

の事業力・組織力の強化・向上を支援します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
1,314 名 

（17 年度） 
ＮＰＯ実務講座

の参加者人数の

累計 

1,400 名 

（17 年度） 
★★ 
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＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ＮＰＯ活動費補助金事業（☆☆☆ 現状維持） 

・県・市町村・ＮＰＯがともに築く地域社会事業（☆☆☆ 休止・廃止） 

・ＮＰＯの事業力強化支援事業（☆☆☆ 縮小） 

 

Ⅲ（協働の推進） 
県と住民活動団体などとの協働の領域を確立し、協働による事業を推進します。ま

た、県民の視点にたって、県行政のあり方についても見直しを進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

16 件 

（17 年度） 
県とＮＰＯとの

協働事業の実施

件数 

30 件 

（17 年度） 
★ 

28 件 

（17 年度） 
協働事業提案制

度における協働

事業の申請件数 

60 件 

（17 年度） 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ちばパートナーシップ市場（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ（ＮＰＯ活動推進のための基盤整備） 
これらの施策展開の柱を達成するため、全庁的取り組み、市町村との連携及びＮＰ

Ｏ法の適正な運用などの基盤を整備します。また、県民との協働による新たな行動計

画を策定していきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

18 件 

（17 年度） 
ＮＰＯと県庁内

各課との調整・

仲介件数 

30 件 

（17 年度） 
★ 

440 名 

（17 年度） 

市町村職員の各

種研修会、説明

会、講座等の参

加者数 

1,200 名 

（17 年度） 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県民との協働による計画づくり（☆☆☆ 休止・廃止） 

・ちばパートナーシップ自治体フォーラム（☆☆ 現状維持） 

・ＮＰＯ法適正運用事業（☆☆☆ 拡大） 
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○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ ＮＰＯに対する理解の促進 

  ＮＰＯに対する理解の促進を図るため、ＮＰＯ活動情報誌（年 5 回、各 6,000

部）、ＮＰＯ活動推進課ニュースリリース（毎月 3,000 部）、メールマガジン「ちば

ＮＰＯ情報マガジン」（年間 18 回）を発行しました。このほかにも千葉県ＮＰＯ情

報ネット（ホームページ）で、ＮＰＯに関する情報などを提供しました。 

  また、紙面やインターネットによる方法だけではなく、実際に参加して、ＮＰＯ

の基礎的な知識を学ぶ県民ＮＰＯ基礎講座（参加者 276 名）を各地で 8回開催しま

した。この講座で実施したアンケートでは、多くの参加者がＮＰＯについての理解

が深まったと回答しています。 

こうした様々な広報啓発事業を展開することにより、県民のＮＰＯ活動への理解

促進が図られました。 

Ⅱ ＮＰＯの自立した活動の強化 

  県民の自発的な活動が最も活発な千葉県を実現するために、ＮＰＯが自立した活

動を展開できるように支援する必要があります。 

  ＮＰＯの発展段階を想定した場合、特に資金不足に悩まされる時期として、団体

の立上げ時期や新たな活動を展開する時期が予想されます。このため、ＮＰＯがこ

の時期を乗り越え、円滑に次の段階に移行できるように補助金事業を実施し、23

団体に補助金を交付しました。 

  また、県・市町村・ＮＰＯがともに築く地域社会事業を 4地域で実施し、その結

果、ＮＰＯ間のネットワーク化などＮＰＯの事業力・組織力の強化・向上につなが

りました。 

  このほかに、ＮＰＯの抱える運営上の様々な課題に対応するため、ＮＰＯの事業

力強化支援事業として、ＮＰＯ事業力向上セミナー（参加者延べ 86 名）、ＮＰＯ活

動発表会（参加者 646 名）、ＮＰＯ実務講座（参加者延べ 240 名）を開催しました。

さらに、事業力向上を図るうえでの参考となる小冊子「ＮＰＯのちからコブ」（2,000

部発行）を作成しました。 

  各種事業によって、ＮＰＯの自立した活動の強化を図りましたが、依然として、

ＮＰＯの事業力・自立する力が十分ではないとの課題があります。 

Ⅲ ＮＰＯとの協働の推進 

  県とＮＰＯとの協働事業を推進するため、ちばパートナーシップ市場を実施しま

した。 

  また、県職員に対しては、県とＮＰＯとの協働の基本ルールとなる千葉県パート

ナーシップマニュアルの説明会を 4回開催し、その理解と活用を図りました。 

17 年度には、協働事業提案制度によって、10 件の協働事業を実施し、地域課題

の解決につながる道筋が示されるとともに、庁内のＮＰＯに対する意識改革が着実

に進んできました。 

Ⅳ ＮＰＯ活動推進のための基盤整備 

  平成 14 年 3 月に策定した千葉県ＮＰＯ活動推進指針を見直し、千葉県ＮＰＯ活

動推進計画を策定しました。この策定にあたっては、ワーキンググループ会議で検

討するとともに、県民、ＮＰＯ、関係団体との多くの意見交換を重ね、県民参加と

情報公開を意識した計画づくりが実践できました。 

  市町村との関係では、千葉県自治体フォーラムを開催し、先進的なＮＰＯ施策や

その取組状況などの情報を提供するとともに、パートナーシップ推進塾を 3地域で
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開催し、市町村職員のＮＰＯについての理解を深める機会を設けました。 

  また、県は、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）を所掌し、ＮＰＯ法人の所轄庁

となりますが、県の法解釈の透明性を図るため、千葉県ＮＰＯ法運用マニュアルを

作成しました。 

 

○残された課題 

Ⅰ ＮＰＯに対する理解の促進 

ＮＰＯ活動がより活発に展開されていくためには、県民のＮＰＯについての理解

の促進が重要です。このため、今後も、ＮＰＯに対する理解の促進を図る必要があ

ります。 

さらには、次の段階として、幅広い年齢層のＮＰＯ活動への参加につながるよう

な取組を実施する必要があります。 

Ⅱ ＮＰＯの自立した活動の強化 

  ＮＰＯが自立した活動を展開していくために、今後も、ＮＰＯの事業力強化を支

援する必要があります。 

さらには、地域課題の解決の進展のうえで、ＮＰＯと企業や教育・研究機関など

との連携の動きを支援していく必要があります。 

Ⅲ ＮＰＯとの協働の推進 

ちばパートナーシップ市場という仕組みが、十分に庁内に浸透しているとは言え

ない状況があるため、さらにこれを充実させ、その定着を図る必要があります。 

Ⅳ ＮＰＯ活動推進のための基盤整備 

  今後、全県的なＮＰＯ活動の活発化に対応するため、地域事情への配慮や地域の

自主性を尊重しながら、市町村などとの一層の連携・協力関係の強化に取り組む必

要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

課題への対応については、17 年度に策定された千葉県ＮＰＯ活動推進計画に基づ

き、新たな施策展開の柱を立て、次のとおり対応していきます。 

Ⅰ 県民・ＮＰＯ主導による地域の課題解決力の強化 

ＮＰＯの自立を促進し、ＮＰＯ自らがその事業力を強化することや、ＮＰＯが市

町村、企業等とのパートナーシップを構築することを支援します。 

また、県民がＮＰＯの活動や成果を実感し、自らがＮＰＯを通して社会的課題に

取り組む機運を醸成します。そして、課題解決に伴う具体的成果を蓄積し、全県下

に広めていきます。 

Ⅱ パートナーシップ型行政の発展 

社会サービスの担い手であるＮＰＯと行政が対等で緊張感のあるパートナーシ

ップを強化し、社会的課題に取り組む「パートナーシップ型行政」をさらに推進し

ていきます。ちばパートナーシップ市場については、県の中長期的な基本方針を踏

まえたテーマを取り入れるなど、仕組みを充実させるとともに、庁内での定着を図

ります。 
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また、市町村などとの十分な情報・意見交換のもとに、一層の連携・協力関係

の強化に取り組みます。 

 

施策の主務課 環境生活部 ＮＰＯ活動推進課  電話 ４１４７ 
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施策名 

  施策５ ちば文化の創造に向けて 

施策の目的 

千葉県は、豊かな自然と穏やかな気候風土に恵まれ、農業漁業を中心とした産業

が古くから盛んで、祭りや民謡など数多くの生活文化が育まれてきました。また、

鎌倉･江戸、遠く近畿地方との交流も活発に行われ、多様性に満ちた特色ある文化が

形づくられてきました。そして今日、生きがいや心の豊かさを求める気運の高まり

の中で、県内各地では、さまざまな文化に親しみ、参加する活動が盛んに行われ、

新たな文化創造の試みが始まっています。 
今こそ、こうした歴史の中で脈々と受け継がれてきた文化と、現代社会の中で新

しく創造されていく文化とが渾然と融合して、さらに新しい文化が生まれるような

躍動的な動き、いわば“文化のうねり”を創り出すことが大切であると考えます。

そこで、県では、邦楽などの伝統芸術、貴重な伝統文化や文化遺産を継承するとと

もに、文化の担い手である 600 万県民一人ひとりが、千葉県に愛着と誇りを持つこ

とができる「ちば文化」を主体的に創造するための環境整備を進めます。 

施策の実施状況（総括） 

ちば文化の創造に向けて概ね順調に進んでいます。その理由として、①文化を創

造するための環境づくりを推進するため、「県民芸術劇場」や「ちば街角劇場」を開

催し、それぞれ入場者数・参加者数が前年度に比べて増加したこと、②文化活動の

充実を図るため、「千葉・県民芸術祭」として「ちば童謡フェスティバル」や、美術・

音楽・舞踊などの芸術文化団体による事業などを展開し、多数の参加者があったこ

と、③自然や文化遺産等の特性を生かす千葉らしい文化づくりを進めるため、昨年

度に引き続き実施した「民話の里づくり」事業では目標値を大幅に超える約 9,500

人の参加者があり、長狭街道において実施した「ちばの街道を歩こう」事業では定

員を大きく上回る応募者があったこと、県立房総のむらにおける米づくりや正月飾

り作りなどの「製作体験事業」においても前年度を上回る体験者があったことなど

が挙げられます。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

126,405 人 

(17 年度) 芸術文化団体加

入者数 
110,000 人 

(17 年度) 
★★★ 

1,786,721 人 

（17 年度） 県立芸術・文化

施設の利用者数 
利用者数の向上に努めます。 

（毎年度） 
★★ 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 文化を創造するための環境づくりを促進するため、多様な文化情報を提供するた

めのホームページを充実させるとともに、文化振興財団、ニューフィルハーモニー

オーケストラ千葉により、能や邦楽・洋楽など各種芸術鑑賞事業を行い、文化芸術

に親しむ機会の促進を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

1,622,201 件 

（17 年度） 
文化情報提供ホ

ームページへの

アクセス件数 

1,100,000 件 

（17 年度） 
★★★ 

36,553 人 

（17 年度） 
文化会館(４館)

における芸術鑑

賞事業入場者数 
40,000 人 

（17 年度） 
★★ 

22,045 人 

（17 年度） 県民芸術劇場入

場者数 
21,000 人 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県民の文化活動への総合支援体制の充実（☆☆☆ 拡大） 

・既存施設等を活用した文化芸術活動の促進（☆☆☆ 現状維持） 

・文化芸術に親しむ機会の促進（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県少年少女オーケストラの育成（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 美術・邦楽・洋楽等の芸術文化団体の行う文化創造活動を支援する「千葉･県民

芸術祭」の開催や県民が自主的に取り組む文化事業に対しての支援を行うほか、次

代を担う子供たちが文化にふれあう機会として「学校音楽鑑賞教室」や「学校への

芸術家等派遣事業」等を開催し、文化活動の充実を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

83,487 人 

（17 年度） 千葉･県民芸術

祭参加者数 
78,000 人 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県民が提案し、企画・運営する新たな文化芸術祭の実施（☆☆☆ 現状維持） 

・児童・生徒が質の高い文化芸術にふれあう機会づくり（☆☆☆ 拡大） 

・世界へ翔く・クラシックコンサートｉｎかずさ事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 自然や文化遺産等の特性を生かす千葉らしい文化づくりを進めるため、「ちばの
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文化資源再発見事業」や「民話の里づくり」事業による地域文化の振興を図るとと

もに、邦楽等の伝統芸術の普及や県立房総のむらにおける様々な体験事業を行うほ

か、県指定伝統的工芸品展を開催し、伝統文化の継承や活用を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

9,479 人 

（17 年度） 
「民話の里づく

り」事業参加者

数 
2,800 人 

（17 年度） 
★★★ 

51,584 人 

（17 年度） 
県立房総のむら

「米づくり」等

製作体験者数 
52,000 人 

（17 年度） 
★★ 

158 

（17 年度） 伝統的工芸品業

種の指定数 

伝統的工芸品産業の育成に努めま

す。 

(毎年度) ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ちばの文化資源再発見事業（☆☆☆ 拡大） 

・ちばの街道を歩こう（☆☆☆ 拡大） 

・民話の里づくり事業（☆☆☆ 拡大） 

・文化遺産の中で行う演劇等の開催（☆☆☆ 現状維持） 

・「房総のむら」の整備（☆☆☆ 拡大） 

・「ちばの技」学び伝え教室（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 文化を創造するための環境づくりを推進するため、「県民芸術劇場」を市町村等

との共催により県内各地で 42 公演開催し、約 22,000 人の入場者があり、千葉県文

化振興財団における能や邦楽・洋楽などの各種芸術鑑賞事業は 28 事業を実施し、

事業数は前年度より減少しましたが、入場者数は約 37,000 人で、一事業当りの入

場者数は増加しました。また、「ちば街角劇場」では、市原市上総国分尼寺跡、松

戸駅前、海浜幕張駅前などを会場に 6 回開催し、2,300 人の参加者があり、多くの

県民に対して文化芸術に親しむ機会を提供し、県民のニーズに応えることができま

した。 

Ⅱ 文化活動の充実を図るため、「千葉・県民芸術祭」として美術・邦楽・洋楽など

の芸術文化団体による 24 事業を開催し、83,000 人を超える参加者があったほか、

ＮＰＯ法人を含むアマチュア文化団体が行った 10 事業に対して助成を行い、県民

が自主的に取り組む文化活動の充実を図ることができました。 

また、児童が質の高い演奏や作品に触れる機会として、「学校音楽鑑賞教室」を

65 公演、「盲・聾・養護学校巡回コンサート」を 14 公演実施し、豊かな情操をはぐ
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くむことができました。 

Ⅲ 自然や文化遺産等の特性を生かす千葉らしい文化づくりを進めるため、「ちばの

文化資源再発見事業」では引き続き文化資源情報について調査し、約 500 件の新た

な資料の追加公開と既公開資料の修正などを行い「ちば文化交流ボックス」の充実

を図ったほか、「民話の里づくり」事業では夷隅地域各地で開催された「民話の読

み聞かせ・語る会」や「いすみ民話祭り」などに約 9,500 人の参加者があり、歩き

ながら県内に残る歴史的な街道沿いの文化資源をめぐる「ちばの街道を歩こう」事

業を長狭街道において実施し、本県の歴史・文化の多様性と豊かさを実感してもら

うとともに地域文化の振興を図ることができました。  

また、県立房総のむらにおける米づくりや正月飾り作りなどの「製作体験事業」

においても前年度を上回る約 52,000 人の体験者があったほか、文化遺産の中で行

う邦楽や洋楽などのコンサート等を後援し、4事業で 1,500 人を超える来場者があ

りました。さらに、「県指定伝統的工芸品」の新たな指定や「県指定伝統的工芸品

展」を開催するなど、伝統文化の継承や活用を図りました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 文化を創造するための環境づくりを推進するためには、ＮＰＯ団体・文化ボラン

ティア・企業メセナ等の活用や連携を図る必要があるとともに、幅広く文化活動の

拠点となる場を確保するため、既存施設の活用範囲の拡大や、さらに魅力ある公演

内容について検討し、広報していく必要があります。 
Ⅱ 文化活動の充実を図るためには、ＮＰＯ団体や芸術文化団体による活動への支援

を積極的に進めるとともに、若い世代が文化に触れる機会を拡充する必要がありま

す。 

Ⅲ 自然や文化遺産等の特性を生かす千葉らしい文化づくりを進めるためには、より

広域にわたって地域の人材や文化資源を活用した事業展開を検討する必要があり

ます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 文化を創造するための環境づくりを推進するため、ＮＰＯ団体・文化ボランティ

ア・企業メセナ等の活用と相互連携のための仕組みづくりを進めるとともに、地域

の活力や魅力を生かすため、地域で活動するさまざまな文化団体等と協働して行う

「フェスティバル」を開催します。「ちば街角劇場」については、県の施設に限ら

ず市町村の施設や民間施設を開催場所として有効活用するとともに、委託団体数を

増やすことなどにより、異なったジャンルの優れた公演を提供できるよう検討を進

めます。  

また、これらの情報を「ちば文化交流ボックス」を通して、より多くの県民に提

供・広報するために、更に使いやすいインデックスを作成します。 
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Ⅱ 文化活動の充実を図るため、県民の主体的・創造的な文化活動に対する支援の拡

充や、美術・邦楽・洋楽等の芸術文化団体との共催による「千葉・県民芸術祭」等

の事業を実施するとともに、若い世代を対象とした邦楽・洋楽のワークショップ等

を開催します。 

Ⅲ 自然や文化遺産等の特性を生かす千葉らしい文化づくりを進めるため、「ちばの

文化資源再発見事業」におけるより幅広い文化資源情報の収集とホームページへの

掲載、本県の歴史・文化の多様性と豊かさを実感してもらう「ちばの街道を歩こう」

事業の拡充や、民話や昔語りを通して個性あふれる地域文化の継承を図るため夷隅

地域で実施していた事業をより発展させ、広域に展開します。 

 

施策の主務課 環境生活部 文化振興課  電話 ２４０８ 

関 係 課 観光課、（教）文化財課、（教）指導課 
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施策名 

  施策６ 情報化の推進 

施策の目的 

社会の様々な分野で IT＊の活用が進展しており、国においては、e‐Japan 戦略 II

等＊ の中で「IT の利活用による、『元気･安心･感動･便利』社会の実現」を目指すこ

ととしています。 

本県においても、情報通信基盤の整備が一定水準に到達したことから、今後は、

市町村･住民活動団体・NPO･企業等との役割分担と連携を更に図ることにより、行政

をはじめ各分野における積極的な IT の利活用を一層推進し、「IT を身近に感じられ

る社会の実現」を目指します。 

施策の実施状況（総括） 

情報化の推進の実現に向けて順調に進んでいます｡この理由として，①高速インタ

ーネット接続地域の拡大が順調に進んでいること，②電子入札が開始されたこと 等

が挙げられます｡ 

また「重度視覚障害者（児）等への周辺機器等助成」や「障害者向け IT 講習受講

者」については目標の１００％に達しました。さらに IT 講習受講についても申込者

が全員受講できたことなどから制度は順調に運営されていると言えます｡ 
＊IT：情報通信技術（Information Technology の略称） 

＊e‐Japan 戦略 II 等：政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部で取りまとめた、日本を世界最先端の情報通信技術

国家にしようとする戦略計画の第二期計画。なお，総務省では 2010 年までにつぎめのない「いつでも・どこでも・何でも・

誰にでも」つながるユビキタスネットワーク社会を実現する u-Japan 政策を公表しています｡ 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

37.89％ 

（17 年 12 月） 
ブロードバンド
＊契約数世帯比

(DSL,CATV) 

45.0％ 
（17 年度） 

50.0％ 
（20 年度） 

（総務省調査） ★★ 

16.6％ 

（17 年度） 
インターネット

で可能な申請・

届出の割合＊ 

16.1％ 
（17 年度） 

100％ 
（20 年度） ★★★ 

＊ブロードバンド：英語で「広帯域」の意味、動画や音楽など大量のデータを円滑に送受信できる高速通信の総称。 

＊インターネットで可能な申請・届出の割合：対象は、知事部局でオンライン化が可能な手続きのうち、年間件数 100 件以上

の申請・届出。 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 行政サービスをはじめ県民生活の各分野において、IT を積極的に活用し、県民

生活の質的充実を図ります。 
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＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
100％対応 

（申請件数 51 件） 

（17 年度） 

身体障害者の IT

活用の促進 

(重度視覚障害

者(児)等への周

辺 機 器 等 の 助

成) 

100％対応 

（申請件数 60 件） 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・身体障害者情報バリアフリー化支援事業（☆☆☆ 現状維持） 

・生涯学習情報提供システム事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 中小企業･農林水産業などの各産業分野への IT 導入と活用を促進し、県内産業の

振興を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

461 社 

（18 年 3 月） 

中小企業のIT活

用の促進 

(e ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ拡

大支援(ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ

ｶﾀﾛｸﾞﾊﾟｰｸ※への

掲載企業数)) 

450 社 

（17 年度） 

★★★ 

※ベイサイドカタログパーク：県内中小企業の自社製品や保有技術、サービスなどをカタログ形式で広く紹介することにより，

ビジネスチャンスの拡大を支援する千葉県産業振興センターの Web サイト 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・中小企業のＩＴ利活用支援（☆☆☆ 現状維持） 

・農林水産業情報システム化推進事業（☆☆☆ 大幅に縮小） 

 

Ⅲ 電子自治体の構築を推進し、行政サービスの向上と行政事務の一層の効率化を図

ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

一部導入 33 案件 

（17 年度） 

電子自治体の構

築の推進 

(電子入札の導

入) 

一部導入(30 案件) 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・電子入札の導入（☆☆☆ 拡大） 

・申請・届出等行政手続きのオンライン化システムの構築（☆☆☆ 拡大） 
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Ⅳ すべての県民が IT の利活用能力を習得･向上する機会が得られるように、学校教

育や講習等の充実を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

100％対応 

(総受講者数 893 人) 

（17 年度） 

IT 利活用能力の

向上 

(視覚障害者を

中心とする身障

者 向 け Ｉ Ｔ 講

習) 

100％対応 

（総受講者数 840 人） 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ＩＴ講習の実施（☆☆☆ 現状維持） 

・情報教育の充実（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅴ 県内の全域で高水準のサービス提供が可能となるように、通信事業者への要望や

啓発を行うなど，情報通信基盤の充実を促進し、併せて、高度な行政サービス提供

に向けて行政の情報通信基盤の整備を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

36 市町村※ 

（17 年度） 

県内全域におけ
る高水準のブロ
ードバンド化の
促進 
(光ファイバー
によるインター
ネットサービス
の普及) 

36 市町村 

（17 年度） 

★★★ 

※沼南町が柏市と合併したことにより、実際は３５市町村となっている。 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県内全域における高水準のブロードバンド化の促進（☆☆☆ 拡大） 

・警察情報ネットワークの拡充とパソコン整備 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 身体障害者情報バリアフリー化支援を実施し、障害者のＩＴ活用の手助けができ

ました。また、生涯学習情報については、多様化する県民ニーズに合わせた情報の

提供ができました。 

Ⅱ 専門家によるコンサルティングを実施するなどにより、企業向け Web サイトを構

築（1 社）するとともに、顧客の要求を満たす Web サイトの改善等（6 社）を行う

ことができるなど中小企業のＩＴ化の支援が図られました。 

Ⅲ 「千葉県ＣＡＬＳ／ＥＣ整備基本構想及びアクションプログラム」の構想に沿っ

た整備を進め、３３件の電子入札を実施しました。また、汎用受付システムについ

ては１６年度実施済みの基本設計を踏まえてシステム開発を行い，平成 18 年 3 月

10 日に 59 手続で「ちば電子申請・届出サービス」を開始し県民の利便性の向上を
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図ることができました。 

Ⅳ 障害者等へのＩＴ講習の実施により、県民のＩＴ利活用能力が向上しました。 

Ⅴ 民間事業者への働きかけにより、光ファイバー接続可能市町村が増加しました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 身体障害者情報バリアフリー化支援については、まだ対象者が残っていると考え

られるので、今後もサービスの充実を図る必要があります。生涯学習情報提供シス

テムについては、検索機能などホームページの質的改善の必要があります。 
Ⅱ 中小企業のＩＴ利活用については、携帯電話などのモバイル機能を使った電子商

取引への支援などが不足しているので、引き続き支援を行う必要があります。また、

ベイサイドカタログパークの掲載企業が増加したため、業種、地域等の組み合わせ

による検索を可能とするなど検索機能を向上する必要があります。 
Ⅲ 電子入札及び入札参加名簿の電子申請を全県的に展開するために建設業者等の

操作技術の習得等を目的とした説明会の開催等の広報活動が今後も必要です。また、

汎用受付システム利用による県民の利便性を高めるために、登録手続数を増やすと

ともに、手数料を伴う手続のオンライン化に対応する必要があります。 
Ⅳ 生涯学習の講座については、県民の多用なニーズに応じた講座内容の改善が必要

です。また、県立学校内のネットワーク管理については、担当者の育成を継続して

行いますが、セキュリティ面などから引き続き専門家の派遣が必要です。 
Ⅴ 光ファイバーは、県内全市町村の中継基地までは敷設されていますが、利用者ま

での地域アクセス網の整備が必要です。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 身体障害者バリアフリー化支援のため、パソコン周辺機器等の助成事業を継続し

ます。生涯学習情報提供システムの内容改善については、「システム調査研究委員

会」などで具体的に検討していきます。 

Ⅱ 中小企業のＩＴ利活用促進のため、モバイル機能を使った電子商取引に係るホー

ムページ作成などについてのコンサルティングを行います。また、ベイサイドカタ

ログパークの検索機能を向上させるとともに、ホームページをより見やすいものに

変更します。 

Ⅲ 平成 18 年６月から７月にかけて、入札参加資格者名簿に登載されている全業者

を対象に説明会を開催する事を千葉県 CALS/EC 推進協議会にて決定しています。汎

用受付システムについては、各所属に対して手続の登録を促進するとともに、別途

開発予定の電子収納システム(マルチペイメントネットワークシステム)との連携

を行います。 

Ⅳ 県立学校における情報教育を進めるために、教育情報ネットワーク事業等を継続

します。 

Ⅴ 光ファイバーによるブロードバンドサービス普及のため、市町村や地域住民と連



 86

携を図りながら、通信事業者への働きかけを行います。 

 

施策の主務課 総務部 情報政策課  電話 ２１８９ 

関 係 課 管財課、障害福祉課、産業振興課、農業改良課、 

建設･不動産業課、(教)指導課、(教)生涯学習課、 

警察本部 
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施策名 

  施策７ 「新たな地域福祉像」の実現に向けた基盤整備 

施策の目的 

「県民一人ひとりがいきいきとする暮らしの創造」を目指し、「千葉県地域福祉支

援計画」（平成１６年３月策定）で提示した「新たな地域福祉像」（①誰もが、②あ

りのままに・その人らしく、③地域で暮らすことができる）の実現に向けた施策を

実践的・具体的に推進する必要があります。 

そのため、「健康福祉千葉方式」（①対象者横断的な施策展開、②当事者を含めた

民間と行政の協働）の市町村への普及・定着を図り、市町村との協働のもと、基本

福祉フォーラム※や小中学校を単位とする小域福祉フォーラム※を県内全域に設置す

るとともに、中核地域生活支援センター※の充実を図り、これらの活動を通し、地域

福祉の活性化を図ります。また、あわせて、就労、教育、まちづくりなど様々な分

野に、福祉の視点をとり入れたユニバーサル※まちづくりを進めます。 

さらに、地域生活を支える資源の原点は人材であることから、健康福祉分野の人

材の育成と資質向上を進めるとともに、県民が自らの判断で適切なサービスを利用

することができるようにするため、情報弱者にも配慮した健康福祉情報の発信と受

信に努めます。 

施策の実施状況（総括） 

健康福祉千葉方式による施策推進のための基盤整備に向け概ね順調に進んでいま

すが、一部に課題があります。 

県の取組みについては、①健康福祉千葉方式により「千葉県高齢者保健福祉計画」

を 18 年 3 月に策定しました。策定にあたっては、生活圏タウンミーティングを 27

回開催し、延べ 2,589 人が参加するなど県民の意見を広く聴くことができました。

一方、2006 年アクションプラン策定にあたっては、「あすのちばを拓く１０のちか

ら」の改定作業と並行して行ったため、公募委員と協働で検討を行いませんでした。

②中核地域生活支援センターを県内 14 圏域に設置したところ、福祉関係に関する相

談が多数ありました。一方、小域福祉フォーラムの設置は、地域福祉の担い手と福

祉以外の分野の方々が協働して組織することが必要であり、設置まで時間を要する

ため、11 か所に留まりました。③地域福祉を担う人材の育成・資質の向上を図るた

め、地域総合コーディネーター研修や福祉塾・ジュニア福祉塾を開催し、地域総合

コーディネーター研修に 16 名、福祉塾・ジュニア福祉塾を８団体が開催し 延べ

1,049 人が参加しました。④衛生研究所内に「健康福祉リソースセンター」を整備

し、県内外の健康に関する情報・感染症情報などを一元的に収集・解析を行い、市

町村・各種団体等への提供体制を整備しました。 

※基本福祉ﾌｫｰﾗﾑ：市町村圏域で活動する地域福祉の担い手が中心となり、地域福祉等のあり方･取り組み方を考えていく組織。 

※小域福祉ﾌｫｰﾗﾑ：従来の地域福祉の担い手と新たな担い手とが協働して、地域福祉等のあり方･取り組み方を考えていく組織。 

※中核地域生活支援センター：児童、高齢者、障害者といった対象者種別にとらわれず、福祉全般にわたる相談に 365 日・24

時間体制で応じ、速やかに適切な機関への連絡・調整などの必要な活動などを行います。 

※ユニバーサル：「普遍的な、万人の」という意味です。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

21.3％ 

(17 年度県政世論調査) 「新たな地域福

祉像」の認知度 
割合を高めます。 

(17 年度) 
★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

－ 
「健康福祉千葉

方式」の認知度 
認知度を高めます。 

(17 年度) 
－ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・健康福祉千葉方式による施策展開を推進する事業（☆☆ 拡大） 

・千葉県地域福祉支援計画を推進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・第三次千葉県障害者計画を推進する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県次世代育成支援行動計画を推進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・千葉県老人保健福祉計画（介護保険事業支援計画を包含した計画）を策定する事業 

（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 地域福祉推進体制の整備やユニバーサルなまちづくりを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

１１か所 

(17 年度) 
小域福祉フォー

ラ ム の 設 置 数

(累計) 

100 か所 

(17 年度) 

600 か所 

(20 年度) ★ 

12 市町村 

(17 年度) 
地域福祉計画の

策 定 市 町 村 数

（累計） 

16 市町村 

（17 年度） 

全市町村 

（20 年度） ★★ 
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0 か所 

(17 年度) 

地域福祉フォー

ラム（広域）の

設置数（累計） 

※地域福祉フォーラ

ム：各地域で従来の枠

組みを超えて、できる

だけ多くの人たちが

参加し、地域福祉のあ

り方・取り組み方策な

どを検討し、推進する

ための組織です。 

12 か所 

（17 年度） 

全広域福祉圏 

（20 年度） 

★ 

63.7％ 

(17 年 7 月) 

主要駅のｴﾚﾍﾞｰﾀ

ｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ設置

割合 

※主要駅：１日あたり

の利用者数が5千人以

上の駅 

現況より向上 

（17 年度） 

100％ 

（22 年） 
★★★ 

39．9％ 

(16 年度) 
乗合バス車両に

おける低床化車

両の割合 

現況より向上 

（17 年度） 

100％ 

（27 年） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・新たな地域福祉像の実現を支援する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・中核地域生活支援センターを整備する事業（☆☆☆ 拡大） 

・ちばの地域福祉先駆的・モデル自治体ユニット活動推進事業（☆☆ 拡大） 

・「わがまちの福祉力（ちから）自慢」事業（☆☆☆ 現状維持） 

・県民が変革を実感できる住民・市町村・県協働による地域づくり事業（☆ 拡大） 

・「誰にもやさしい」まちづくりを推進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・交通バリアフリー化の推進（☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 保健・医療・福祉サービス利用者の求めに応じた健康福祉分野の人材育成を推進

します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

14 か所 

(17 年度) 
福祉塾・ジュニ

ア福祉塾の開催

数 

14 か所 

（17 年度） 

全広域福祉圏 

（20 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・地域総合コーディネーター育成研修事業（☆☆☆ 現状維持） 

・皆が研修に行きたくなる･行かせたくなるメリット展開事業（☆☆☆ 休止・廃止） 
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・福祉塾・ジュニア福祉塾の開催を支援する事業（☆☆ 拡大） 

・地域福祉の現場を支える人材を養成する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県内の医師確保・若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実施する事業 

（☆☆☆ 拡大） 

・医療安全対策としての医療従事者卒後研修を検討する事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 健康福祉情報の一元化と情報障壁（バリア）の解消を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

健康福祉リソースセンター整備 

（17 年度） 
健康福祉情報の

一元的収集提供

システムの整備 

健康福祉リソースセンターを整備

します。 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・健康福祉リソースセンターを整備する事業（☆☆☆ 拡大） 

・｢Universal ほーむぺーじ｣コンテストを開催する事業（☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させます。 

  健康福祉千葉方式により、生活圏タウンミーティング開催など当事者を含めた県

民の意見を広く聴き、平成１８年３月に「千葉県高齢者保健福祉計画」を策定し、

さらに「千葉県次世代育成支援行動計画推進作業部会」を立ち上げ、同計画の推進

において県民の意見を反映させるなど、健康福祉千葉方式の定着を図ることができ

ました。 

Ⅱ 地域福祉推進体制の整備（誰もが暮らしやすいユニバーサルなまちづくり）を推

進します。 

  県内 14 箇所の健康福祉センター圏域に 24 時間、365 日体制の相談窓口となる中

核地域生活支援センターを設置することで、福祉に関する相談件数が大幅に増加し

ました。また、市町村の地域コミュニティづくりの推進を支援するため、地域福祉

推進事業など県内 63 市町村へ助成することで、地域コミュニティの構築を推進す

ることができました。小域福祉フォーラムを設置しました。 

Ⅲ 保健・医療・福祉サービス利用者の求めに応じた健康福祉分野の人材育成を推進

します。 

  地域総合コーディネーター研修を実施することで、中核地域生活支援センターの

地域総合コーディネート機能を担う地域総合コーディネーターの育成・資質向上を

図れました。 

  また、中核地域生活支援センター等が中心となり、地域活動する福祉従事者、学

生、教員等が福祉に関する情報交換を行う福祉塾・ジュニア塾を開催することで、
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地域福祉を担う人材の育成・資質の向上を図れました。 

Ⅳ 健康福祉情報の一元化と情報障壁（バリア）の解消を推進します。 

  県内外の健康に関する情報・感染症情報などを一元的に収集・解析し、市町村・

各種団体へ必要な情報を提供するため、「健康・医療・福祉に関するアンケート調

査」の実施やデータベースの構築など行い、衛生研究所内に「健康福祉リソースセ

ンター」を整備しました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させます。 

  2006 年アクションプランの策定については、「あすのちばを拓く１０のちから」

の改定作業と並行して作業を行ったため、これまで公募委員等から構成した策定作

業部会を設置せずに策定しました。 

Ⅱ 地域福祉推進体制の整備（誰もが暮らしやすいユニバーサルなまちづくり）を推

進します。 

「小域福祉フォーラム」は、地域住民と自治会、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人な

ど地域福祉の担い手のほか、就労、教育、防犯など福祉以外の分野の方々が協働し

て組織する必要があり、設置するまでには、相当の時間を要するため、目標値を大

幅に下回っています。 

Ⅲ 保健・医療・福祉サービス利用者の求めに応じた健康福祉分野の人材育成を推進

します。 

  地域総合コーディネーターと特別支援教育コーディネーターとの連携は必要で

あり、研修の一部を合同で開催するなど、福祉と教育のネットワーク化を図ります。 

Ⅳ 健康福祉情報の一元化と情報障壁（バリア）の解消を推進します。 

健康福祉部関連からの保健分野の情報収集のあり方（情報収集システムづくり）

等の検討が必要となります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させます。 

  2007 年アクションプラン策定に向けて、地域福祉支援計画など各推進作業部会

を中心に民間と協働し、事業の選定を行います。 

Ⅱ 地域福祉推進体制の整備（誰もが暮らしやすいユニバーサルなまちづくり）を推

進します。 

  市町村とともに地域の実情に応じた地域住民の自発的な地域づくりを進めるた

め、その推進組織となる「小域福祉フォーラム」の設置について、県ホームページ

などの広報媒体を通じ一層の周知に努めるとともに、千葉県地域福祉フォーラム事

務局と連携を図り、その設置促進を支援していきます。 

Ⅲ 保健・医療・福祉サービス利用者の求めに応じた健康福祉分野の人材育成を推進
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します。 

  研修時期を検討するとともに教育庁との連携を図ります。 

Ⅳ 健康福祉情報の一元化と情報障壁（バリア）の解消を推進します。 

健康福祉部関連課と衛生研究所等で構成する作業部会で情報収集システムのあ

り方を検討します。 

 

施策の主務課 健康福祉部 健康福祉政策課  電話 ２６０８ 

関 係 課 健康福祉指導課、児童家庭課、高齢者福祉課、障害福祉課、 

保険指導課、医療整備課、交通計画課 
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施策名 

  施策８ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 

施策の目的 

真のノーマライゼーション※の理念に基づき、子ども、障害者、高齢者を含めた全

ての県民が、自らの判断により、ありのままの姿で、地域で明るく楽しく生活でき

ることが非常に重要です。 

このためには、地域において生活できる場の確保が重要であることから、グルー

プホーム※の設置及び、グループホームの利用者や職員の相談・支援等を可能とする

体制づくりを推進します。 

また、高齢者や障害者などが、要介護状態になっても地域での生活を続けられる

ために、地域のサービス拠点を数多く展開していくことが必要です。 

このため、民間と行政が一体となった支援体制の確立が重要であることから、公

的サービスにない、あるいは制度の隙間に落ちてしまっている福祉サービスについ

て、民間が提供する体制の構築を推進します。 

さらに、障害者が製造する製品の共同販売や共同受注を行う体制を整備し、福祉

作業所等の機能を強化することにより、福祉作業所等に従事する人々の待遇改善を

推進します。 

施策の実施状況（総括） 

地域・家庭に重点を置いた生活（自立）の実現に向けて、概ね順調に進んでいま

す。 

この理由としては、①「自らの判断により、ありのままの姿で、地域において明

るく楽しく生活していると感じている人の割合」が前年度より０．９％増加したこ

と、②認知症高齢者グループホームの利用者数、障害者グループホーム等定員が目

標値を上回っていること、③「あなたに合わせた支援」を行う事業者数は、94 事業

者と目標値を下回っているが、支援組織としてＮＰＯ法人ブレーメン星数支援セン

ターの設立により、事業者に対する支援が見込めること、④福祉作業所の工賃水準

には、具体的な改善は確認できていないが、ＮＰＯ法人千葉県障害者就労事業振興

センターの設立により、研修や合同販売会等を実施し、販路拡大等が図れ、福祉作

業所の運営改善が見込めることなどが挙げられます。 
※ノーマライゼーション：障害を持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、できうる限り健常者の生活と同じように営めるよ

うにすること。障害者や高齢者に関わらず、あらゆる人がともに住み、ともに生活できるような社会を築くことを目指す。 

※グループホーム：介護保険制度や支援費制度の対象となるものに限らず、地域社会の中にある住宅（アパート、マンション、

一戸建て等）において、数人の高齢者・障害者等が一定の経済的負担を負って共同生活をする形態です。同居あるいは近隣に

居住している専任の管理者・世話人等により食事の提供、相談その他の日常的生活援助が行われます。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

53.9％ 

(17 年度県政世論調査) 

自らの判断によ

り、ありのまま

の姿で、地域に

おいて明るく楽

しく生活してい

ると感じている

人の割合 

割合を高めます。 

(17 年度) 

★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 地域で「あるがままに・活き活き」と生活できる場の確保のため、グループホー

ムの整備や在宅支援施策を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

2,397 人 

(17 年度) 
認知症高齢者グ

ループホーム利

用者数 

1,823 人 

（17 年度） 

2,359 人 

（19 年度） ★★★ 

892 人 

(17 年度) 障害者グループ

ホーム等定員数 

831 人 

（17 年度） 

1,490 人 

（20 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業（☆☆ 拡大） 

・地域子育て支援センターの整備を促進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・新しい型のグループホームの整備を促進する事業（☆ 現状維持） 

・各種のグループホームの整備を促進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・障害者グループホーム等を支援する事業（☆☆☆ 拡大） 

・子ども・障害者・高齢者を短期間一時的に預かるサービスを拡充する事業 

（☆ 拡大） 

・精神障害者の退院を促進支援する事業（☆☆☆ 拡大） 

・健康福祉千葉特区を拡充する事業（☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 地域で「あるがままに・活き活き」とした生活を実現するための、民間と行政が

一体となった支援体制を推進します。 
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＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

94 事業者 

(17 年度) 
「あなたに合わ

せた支援」を行

う事業者数 

148 事業者 

（17 年度） 

1,000 事業者 

（20 年度） ★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・あなたに合わせた支援 星の数ほど事業（☆☆ 拡大） 

・親子がいつでも利用できる「街かど親子ふれあい広場」を設置する事業 
（☆ 休止・廃止） 

・福祉地域評価マップを策定する事業（☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 福祉従事者の待遇改善（福祉従事者・所得倍増作戦）を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
千葉県就労事業振興センターを設置し

取組みを開始しました。 

（17 年度） 
福祉作業所の工

賃水準 

向上への取組開始 

（17 年度） 

倍増 

(20 年度) ★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・福祉作業所等の機能を強化する事業（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 地域で「あるがままに・活き活き」と生活できる場の確保のため、グループホー

ムの整備や在宅支援施策を推進します。 

地域の子育て家庭への支援を推進するため、地域子育て支援センター事業やなのは

な子育て応援事業を実施したところ、子育て支援の拠点としての機能を有する保育所

が着実に増加しました。 

また、地域での生活の場を確保するため、新たな障害者グループホーム等の整備に

より、グループホーム等での生活を望む障害者等の「住まい」が５７か所増加すると

ともに、児童自立援助ホーム 1か所増設しました。なお、認知症高齢者グループホー

ムについては、県補助分として１３ユニットが整備されました。 

Ⅱ 地域で「あるがままに・活き活き」とした生活を実現するための、民間と行政が

一体となった支援体制を推進します。 

事業説明会やサービス提供者養成講座の開催により、地域において必要とされるサ

ービスを提供する事業所の必要性が認識され、事業を立ち上げに向けた動きが出てき

ています。 

Ⅲ 福祉従事者の待遇改善（若手福祉従事者・所得倍増作戦）を推進します。 

４３施設（小規模作業所等２５施設、授産施設等１８施設）がＮＰＯ法人千葉県障
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害者就労事業振興センターの会員となり、研修や合同販売会を実施することで、販路

拡大が図れます。その結果、新規事業開拓を積極的に行い、作業所利用者の工賃収入

の増加に結びつけることが必要となります。 

 

○残された課題 

Ⅰ 地域で「あるがままに・活き活き」と生活できる場の確保のため、グループホー

ムの整備や在宅支援施策を推進します。 

認知症高齢者グループホームは 18 年度から地域密着型サービスとして、市町村の

実情に応じた指定、指導を行うこととなりますが、市町村は、施設整備等の実績や経

験がないため、整備手続き等を習熟していく必要があります。 

Ⅱ 地域で「あるがままに・活き活き」とした生活を実現するための、民間と行政が

一体となった支援体制を推進します。 

今年度の事業創出支援に加え、より効果的で具体的な支援が求められています。 

Ⅲ 福祉従事者の待遇改善（若手福祉従事者・所得倍増作戦）を推進します。 

 福祉従事者の待遇改善を図るため、新規事業開拓を積極的に行い、作業所利用者の

工賃収入の増加に結びつけることが課題となっております。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 地域で「あるがままに・活き活き」と生活できる場の確保のため、グループホー

ムの整備や在宅支援施策を推進します。 

 市町村が認知症高齢者グループホーム等地域密着型サービスの整備を促進する上

で必要と思われる事項を記載した手引きを作成・配布し、整備の促進を図ります。 

Ⅱ 地域で「あるがままに・活き活き」とした生活を実現するための、民間と行政が

一体となった支援体制を推進します。 

事業の創出を目指す人を対象にした事業創出相談会や、サービス提供者養成講座を

行うなど、地域密着型のサービス提供事業所の創出を支援します。 

Ⅲ 福祉従事者の待遇改善（若手福祉従事者・所得倍増作戦）を推進します。 

販路拡大に向け、官公需の発注を進めるため、県庁各課との連携を図るとともに、

県内自治体に働きかけることとします。 

 

施策の主務課 健康福祉部 健康福祉政策課  電話 ２６０８ 

関 係 課 健康福祉指導課、児童家庭課、高齢者福祉課、障害福祉課、 

保険指導課 
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施策名 

  施策９ 自らつくる健康と安心を育む医療 

施策の目的 

深刻な少子・高齢社会となった今こそ、県民一人ひとりがいきいきとする暮らし

を目指す上で、健康で安心して暮らせる環境づくりが、従来にも増して重要な課題

となっています。 

この実現に向けて「健康づくりふるさと構想」※ と連携し、性差や年齢差、障害

の有無・種類に関わらず、県民自らが積極的に健康づくりに取り組むことができる

環境を整備します。 

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるための、「かかりつけ医」※から

「在宅医療」までの地域医療連携体制の確保・充実を図っていく必要があります。 

さらに、充実が求められている小児医療、周産期医療については、地域の実情に

合わせた医療提供体制の整備を図り、医師確保対策についても検討するとともに、

看護師など保健医療技術者の将来需要や保健・医療・福祉を取り巻く環境を勘案し、

県立の看護師等養成学校の再編を行い、県立保健医療大学(仮称)の設置を進めます。 

なお、結核対策については、結核予防法及び「結核対策千葉方式」※に基づいた

対策を実施するものとし、高齢者など結核発病率の高い住民層に対しての早期受診

と早期治療を啓発し、また、定期検診を勧奨するなど結核のまん延防止に努めます。 

施策の実施状況（総括） 

自らつくる健康と安心を育む医療は概ね適切に実施しましたが、一部に課題があり

ます。 

県としての取組みは、①高度救命救急センターである救急医療センターを除く各県

立病院において、セカンドオピニオンを開始しました。②同世代の若者に気軽に相談

を受けられるよう、ピア・エデュケーター養成講座を実施したところ、６０名が受講

しました。その結果、市原健康福祉センター管内では、ピア・エデュケーターによる

自主活動が管外の習志野、印旛、山武、君津にまで及び、活動の場が広まる効果もあ

りました。③夜間や休日に急病になった小児患者に対応するため、小児救急電話相談

事業を開始したところ、保護者の不安の解消が図られましたが、小児二次救急医療体

制の整備が十分でない地域があります。また、医師不足を解消するため、医学部学生

を対象とした県内臨床研修病院の合同説明会及び面接会を開催したところ、27 病院、

137 名の医学生が参加し、県内の初期臨床研修医の定着の促進が図れるとともに、県

内の若手医師の育成に貢献することができましたが、後期臨床研修医の定着が必須と

なっています。④千葉県地域リハビリテーション総合支援センター１か所及び支援セ

ンター６か所に地域リハビリテーション体制を整備したところ、高齢者や障害者等が

リハビリテーションサービスを連続して適切に受けられる体制整備の支援、地域のリ

ハビリテーション関係施設従事者同士の連携と資質の向上が図れました。⑤「精神科

救急医療相談窓口」を設置し、県内を 4ブロックに分け、各ブロックに精神科救急輪

番病院等を３６５日配置し、早急に適切な医療を必要とする精神科救急患者等の相談

に対応しました。 
※「健康づくりふるさと構想」：ちば 2005 年アクションプランの戦略プロジェクト 4。超高齢化社会を目前に控え、生活習慣

病や寝たきり予防のため、運動や栄養に関する個別プログラムの提供、IT を活用した継続的支援システムの確立、千葉県

独自のプログラムによる人材の育成など、総合的な健康づくりシステムの構築に取り組む。また、海や森林など千葉県の

豊かな自然を利用し、観光やレクレエーションなどの要素も取り入れ、訪問客も視野に入れた地域の健康づくり拠点の構
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築を推進する。 

※「かかりつけ医」：あらかじめご自分で決めている医師に、健康相談や受診をする場合、その医師を「かかりつけ医」とい

います。 

※結核対策千葉方式：結核予防法に基づく各種対策を講じるとともに、対策の中心に「結核患者」を位置付け、①感染・発病

した結核患者を 1 日も早く発見すること、②発見した結核患者を完全に治すこと、③発見した結核患者から周囲への感染拡

大を防ぐことを優先的目標として取組を行います。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

42.1％ 

(17 年度県政世論調査) 

自らが積極的に

健康づくりに取

り組むことがで

きる環境にある

と感じている人

の割合 

割合を高めます。 

(17 年度) 

★★ 

42.4％ 

(17 年度県政世論調査) 

住み慣れた地域

で安心して暮ら

せる医療体制に

あると感じてい

る人の割合 

割合を高めます。 

(17 年度) 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 一人ひとりに重点を置いた健康づくりのための情報提供を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

医療講座データ掲載 健康づくりに質

する医療講座情

報の提供 

県ホームページに各医療講座デー

タを掲載します。 

（17 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・治療方針の自己決定を推進補助する事業（☆☆☆ 拡大） 

・医療情報の開示を推進する事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 次世代を担う若者の健康を支援する施策を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

91 件 

(17 年度) 
１０代のクラミ

ジア患者数（定

点調査） 

200 件 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・「県民をたばこから守ろう！」推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・ＳＴＩ（性感染症）・ＳＴＯＰ推進事業（☆☆☆ 現状維持） 
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・中学生・高校生のための健康づくりピア相談（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

3 か所 

(17 年度) 
地域周産期母子

医療センターの

設置数（累計） 

4 か所 

（17 年度） 
★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・千葉県における保健医療提供体制の再構築事業（☆☆ 拡大） 

・小児・周産期医療を整備・充実する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・救急医療・災害医療体制を整備する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・医療費の適正化等に取り組む事業（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県内の医師確保・若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実施する事業 

（☆☆☆ 拡大） 

・県立看護師等養成施設の再編整備事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

6 か所 

(17 年度) 
地域リハビリテ

ーション支援セ

ンターの設置数 

8 か所 

（17 年度） 
★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・在宅緩和療養(ケア)システムの構築を進める事業（☆☆☆ 現状維持） 

・地域リハビリテーションを支援する体制の整備を進める事業（☆☆ 現状維持） 

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師等を支援する事業（☆☆ 現状維持） 

・カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業（☆☆☆ 現状維持） 

・難病相談・支援センターを設置する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・発達障害・高次脳機能障害者の相談・支援センターの機能・充実を図る事業 

（☆☆☆ 拡大） 

・乳がん検診体制強化推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・要介護者の口腔ケア等を安全に行うための訪問介護員研修会委託事業（☆☆ 拡大） 

・結核対策事業（☆☆☆ 現状維持） 
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Ⅴ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

約 30％ 

（17 年度） 受診支援手帳の

普及率 
50％ 

（17 年度） 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・障害児（者）の医療サポートを充実する事業（☆☆ 現状維持） 

・障害者・高齢者等に向けた災害対策マニュアルを作成する事業 

（☆☆☆ 大幅に縮小） 

・障害者の総合健康診断及び人間ドックを進めるモデル事業（☆☆☆ 現状維持） 

・精神科救急医療システムを整備する事業（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 「健康づくりふるさと構想」を補うために、一人ひとりに重点を置いた健康づく

りを進めます。 

患者が主治医とは別の医師に治療法などの意見を求めるセカンドオピニオンにつ

いては、各県立病院においてセカンドオピニオンを実施することとなりました。（高

度救命救急センターである救急医療センターを除きます。） 

また、各種医療関係等講座の情報収集について、庁内各課をはじめ、大学関係、医

師会、歯科医師会、薬剤師会などへの協力を依頼し、テーマや内容、開催時期などを

整理し、適宜ホームページへ掲載しました。 

Ⅱ 次世代を担う若者の健康を支援する施策を推進します。 

思春期特有の心身の健康の悩みについて、同世代の若者に気軽に相談を受けられる

よう、ピア・エデュケーター養成を行ったところ、市原保健所管内ではピア・エデュ

ケーターによる自主活動が管外の習志野、印旛、山武、君津にまで及び、活動の場が

広まりました。 

Ⅲ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

 千葉県保健医療計画を策定しました。 

夜間や休日に急病になった小児患者に対応するため、小児救急電話相談事業を開始

したことにより、保護者の不安の解消が図られました。また、不妊相談センターを柏・

印旛・長生・君津の各健康保健福祉センターに実施したところ、利用者から相談に満

足したとの声が多数聞かれるとともに、不妊交流会を開催後、自主グループ活動に発

展した健康福祉センターもあります。 

また、医師不足を解消するため、医学生を対象に県内臨床研修病院の合同説明会及

び面接会を開催したところ、27 病院、137 名の学生が参加し、県内の臨床研修医の定

着の促進が図れるとともに、県内の若手医師の育成に貢献することができました。 

Ⅳ 誰もが地域で生活・医療を続けられるように、地域医療・在宅医療を充実します。 
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高齢者や障害者が住み慣れた地域で生き生きとした生活を送れるよう、千葉県地域

リハビリテーション総合支援センター１か所及び支援センター６か所に地域リハビ

リテーション体制を整備したところ、高齢者や障害者等がリハビリテーションサービ

スを連続して適切に受けられる体制整備の支援、地域のリハビリテーション関係施設

従事者同士の連携と資質の向上が図れました。 

また、日ごろから自分や家族の健康相談の窓口となる「かかりつけ医」、「かかりつ

け歯科医」、「かかりつけ薬局」を持つことが重要であることから、市川市をモデル地

区として選定したところ、東京歯科大学市川総合病院の H18.2 までの月別紹介率の平

均値は 39.5％で、目標値の 40％をほぼ達成できました 

Ⅴ 障害者、高齢者にやさしい医療を確保します。 

 休日・夜間等に体制として、「精神科救急医療相談窓口」を設置し、県内を 4 ブロ

ックに分け、各ブロックに精神科救急輪番病院等を３６５日配置することで、早急に

適切な医療を必要とする精神科救急患者等の相談に応じ、迅速な診察の実施や精神科

医療施設の紹介を行うとともに、要措置と認めた患者の診察等を行うほか、必要な医

療施設を確保することにより、救急患者の円滑な医療及び保護を図ることができまし

た。 

 

○残された課題 

Ⅰ 「健康づくりふるさと構想」を補うために、一人ひとりに重点を置いた健康づく

りを進めます。 

各種医療関係等講座の情報収集について、対象を公的機関のみとしているので、今

後、大学、企業等へ拡大することが課題となっています。 

Ⅱ 次世代を担う若者の健康を支援する施策を推進します。 

養成講座修了者のフォローアップが十分ではなく、また、ピア・エデュケーターの

活動の場の確保が困難となっております。 

Ⅲ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

小児二次救急医療体制の整備が十分でない地域があり、その整備を促進する必要が

あります。 

初期臨床研修医の定着を促進するとともに、より多くの医師を確保するには、後期

臨床研修医の定着が必須となっています。 

Ⅳ 誰もが地域で生活・医療を続けられるように、地域医療・在宅医療を充実します。 

未指定となっている３つの二次保健医療圏において、千葉県地域リハビリテーショ

ン支援センターの指定が必要となります。 

また、「かかりつけ医」の月別紹介率の平均値が 35.0％から 44.2％の変動があり、

また診療科による差異があるため、今後平均的な紹介率の向上が課題となっています。 

Ⅴ 障害者、高齢者にやさしい医療を確保します。 

近年、精神科救急患者、特に措置患者が増加傾向にある中、千葉県精神科医療セン

ターは、50 床と限られており、緊急時の対応への支障も考えられます。 
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《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 「健康づくりふるさと構想」を補うために、一人ひとりに重点を置いた健康づく

りを進めます。 

各種医療関係等講座の情報収集について、大学を対象として追加する方向で検討を

行います。 

Ⅱ 次世代を担う若者の健康を支援する施策を推進します。 

事業評価 養成セミナー受講者へのアンケート評価、分析等により事業見直すとと

もに、事業実施保健所以外の保健所との協力連携により活動の場の拡大を図ります。 

Ⅲ 市町村合併等を踏まえ、千葉県の保健医療提供体制を再構築します。 

民間主催の後期研修病院合同セミナーに参加するとともに、後期研修に関する検討

会を開催し、専門医等の資格取得システムの構築を検討し、全国から後期研修医の募

集に努めます。 

小児二次救急医療体制の整備について、地元市町村等とともに小児救急輪番制等に

ついて検討していきます。 

Ⅳ 誰もが地域で生活・医療を続けられるように、地域医療・在宅医療を充実します。 

千葉県地域リハビリテーション支援センターをすべての二次保健医療圏に指定す

るため、千葉県地域リハビリテーション協議会の意見を聴いて、新規指定に取り組み

ます。 

「かかりつけ」に関して住民にアンケート等を実施し、かかりつけ医（歯科医、薬

局）の役割を啓発し、「かかりつけ」から病院への紹介率の向上を図るとともに、ホ

ームページなどによる広報に努めます。 

Ⅴ 障害者、高齢者にやさしい医療を確保します。 

精神科救急患者への対応については、千葉県精神科救急医療システムを効果的に機

能させるよう務め、千葉県精神科医療センターから他病院への転院の受入を促進する

と同時に、千葉県精神科医療センター以外で、夜間休日等でも措置患者を受け入れる

ことのできる体制を整備します。 

 

施策の主務課 健康福祉部 健康福祉政策課  電話 ２６０８ 

関 係 課 健康福祉指導課、健康づくり支援課、疾病対策課、児童家庭課、

障害福祉課、医療整備課、薬務課、（病）経営管理課 
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施策名 

  施策１０ 一人の人間としての尊厳の確保 

施策の目的 

県民一人ひとりが安心していきいきと暮らしていくためには、その前提として、

県民が「悲しい思いや辛い思いをすることなく」、「尊厳をもって」生涯を過ごすこ

とができる地域づくりが重要であり、「一人の人間としての尊厳の確保」に向けた施

策を強力に推進していくことが必要となります。 

 個人の尊厳を守るために、権利擁護機関による人権侵害の救済や中核地域生活支

援センター※を活用した権利擁護活動、児童虐待への対応の推進、またホームレスの

自立支援など権利侵害の予防・回復システムを構築していくことが重要です。 

 また、個人の尊厳の前提となる「知る権利」の確立のためには、聴覚障害者や視

覚障害者等が会議に参加しやすい環境づくりや福祉サービスの利用者が自分の必要

とする適切なサービスを選ぶことが出来る情報が提供されることが必要です。 

さらに、千葉県人権宣言の制定、子ども世代からの人権意識の醸成、また障害者

に対する差別をなくすための条例の制定等に向けた取組により、「６００万県民の心

のバリアフリー」※を推進することが重要です。 

施策の実施状況（総括） 

一人の人間としての尊厳の確保を概ね適切に実施しましたが、一部に課題があり

ます。 

県としての取組みについては、①子ども虐待ゼロを目指し、夜間・休日の虐待通

報・電話相談に対応するため、中央児童相談所に電話相談員を配置し、２４時間・

３６５日の虐待相談支援体制を整備したところ、延べ 50,204 件の相談がありまし

た。一方、人権擁護基準の策定については、擁護すべき人権基準の作成等の具体的

な検討を重ねましたが、策定に至らず、また、権利擁護機関の検討は、人権擁護基

準の策定にかかる検討を先行して議論を行ったため、検討に至りませんでした。②

手話通訳者等養成講座及び要約筆記奉仕員養成講座を実施したところ、手話通訳者

１７１名、要約筆記奉仕員１９５名が受講し、手話通訳者等の人材の育成に貢献す

ることができました。一方で、聴覚･視覚障害者等の情報保障に係る指針の作成には

至りませんでした。③障害者差別条例の制定に向け、条例制定の検討研究会の開催、

ミニタウンミーティングの開催、関係団体とヒアリングの実施など取り組み、2 月

議会に条例案を提出しましたが、継続審査となりました。一方、千葉県人権宣言の

制定は、権利擁護機関の検討と同様、人権擁護基準の策定にかかる検討を先行して

議論を行ったため、検討に至りませんでした。 
＊ 中核地域支援センター ： 子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる

地域社会を実現するための、民間による福祉サービスの拠点。一人ひとりの状況に合わせて、福祉サービスのコーディネー

ト、福祉の総合相談、及び権利擁護を２４時間３６５日体制で実施。平成１６年１０月に県内１４箇所に設置。 

＊ バリアフリー ： 高齢者や障害者等の日常生活や社会生活における物理的、心理的、情報に関わる障壁（バリア）を取

り除いていくこと。具体的には公共の建築物や道路、個人の住宅その他における段差の解消、車椅子で通行可能となるよう

な出入り口、廊下、歩道にあたる幅員の確保、手すり、点字ブロック、点字案内板の設置や手話サービスの充実などがあた

る。 
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《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

78.9％ 

(17 年度県政世論調査) 

理不尽な理由に

より、辛く悲し

い思いをするこ

となく地域にお

いて生活してい

ると感じている

人の割合 

割合を高めます 

(17 年度) 

★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 個人の尊厳（尊重）を守ることを目的とした権利侵害の予防・回復システムの構

築を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

18 年度中の策定に向けて取り組んでい

ます 人権擁護基準の

策定 
人権擁護基準を策定します 

（17 年度） 

★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・権利擁護機関の設置を検討する事業（☆ 拡大） 

・中核地域生活支援センター事業の評価機関を設置する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・人権擁護基準策定事業と人権プラットホーム事業（☆☆ 拡大） 

・身体拘束の廃止を促進する事業（☆ 現状維持） 

・子ども虐待ゼロ対策推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・児童虐待防止に向けた啓発・研修事業（☆☆☆ 拡大） 

・ホームレスの自立を支援する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・ワークサポート事業（☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 個人の尊厳（尊重）の前提となる情報保障（知る権利）の確立を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

163 事業所 

(17 年度) 

認知症高齢者グ

ループホームに

対する第三者評

価の公表数 

160 事業所 

(17 年度) 
★★★ 
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通訳者：171 名 

要約筆記奉仕員：195 名 

(17 年度) 
手話通訳者、要

約筆記奉仕員数 

通訳者：190 名 

要約筆記奉仕員：200 名 

（17 年度） 
★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・聴覚障害者･視覚障害者等が会議に参加しやすい環境づくり推進事業 

（☆☆ 現状維持） 

・「誰でもわかる」福祉サービス第三者評価モデル事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ ６００万県民の心のバリアフリーを進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

未制定 千葉県人権宣言

の制定・公表に

向けての検討会 

千葉県人権宣言を制定・公表しま

す 

（17 年度） ★ 

50 件 

（17 年度） 小学校、幼稚園、

保育所への啓発 
50 件 

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・千葉県人権宣言の制定・公表（☆ 拡大） 

・福祉、教育両分野のコーディネーターの合同研修事業（☆ 拡大） 

・子ども世代（保育園、幼稚園、小学校低学年等）への心のバリアをつくらない教育・

保育事業（☆☆☆ 縮小） 

・障害者に対する差別をなくすための事業（☆☆☆ 拡大） 

・「戦争を知らない子どもたちへ」事業（☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 個人の尊厳（尊重）を守ることを目的とした権利侵害の予防・回復システムの構

築を進めます。 

子ども虐待ゼロを目指し、夜間・休日の虐待通報・電話相談に対応するため、中央

児童相談所に電話相談員を配置し、２４時間・３６５日の虐待相談支援体制を整備し

ます。 

また、千葉県人権施策推進委員会においては、3項目の検討課題（人権擁護基準策

定・権利擁護機関設置検討・人権宣言策定）のうち人権擁護基準の策定にかかる検討

を先行して行い、その検討結果を踏まえて権利擁護機関設置の検討を進めることとし

ており、人権擁護基準の策定の議論の中で権利擁護機関の設置に係る課題等の認識を

図ることができました。 
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Ⅱ 個人の尊厳（尊重）の前提となる情報保障（知る権利）の確立を進めます。 

手話通訳者等養成講座及び要約筆記奉仕員養成講座を実施したところ、要約筆記奉

仕員養成講座(基礎･応用)修了者 71 名，手話奉仕員養成講座修了者 20 名，手話通訳

者養成講座(基本･応用･実践)修了者 82 名，手話通訳者登録試験合格者 4 名と、成果

をあげることができました。一方で、聴覚･視覚障害者等の情報保障に係る指針の作

成について，実質的な検討に至りませんでした。 

Ⅲ 600 万県民の心のバリアフリーを提案します。 

障害者に対する差別をなくすため、条例制定に向けた条例制定検討研究会の開催、

ミニタウンミーティングの開催、関係団体とヒアリングの実施など取り組み、2月議

会に条例案を提出しましたが、継続審査となりました。 

 また、千葉県人権宣言の制定については、千葉県人権施策推進委員会において 3

項目の検討課題（人権擁護基準策定・権利擁護機関設置検討・人権宣言策定）のうち

人権擁護基準の策定にかかる検討を先行して行い、その検討結果を踏まえて人権宣言

策定の検討を進めることとしており、人権擁護基準の策定の議論の中で人権宣言策定

の制定に係る課題等の認識を図ることができました。 

  

○残された課題 

Ⅰ 個人の尊厳（尊重）を守ることを目的とした権利侵害の予防・回復システムの構

築を進めます。 

人権擁護基準の策定等の検討状況を踏まえ、縦割り行政を廃した取組の実現を引き

続き目指すとともに、権利擁護機関の設置に係る検討を行います。 

Ⅱ 個人の尊厳（尊重）の前提となる情報保障（知る権利）の確立を進めます。 

 聴覚･視覚障害者等の情報保障に係る指針の作成を進めます。 

Ⅲ 600 万県民の心のバリアフリーを提案します。 

 継続審査となった条例の制定に向け取り組むとともに、障害者に対する差別をなく

すための取組の展開を図ります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 個人の尊厳（尊重）を守ることを目的とした権利侵害の予防・回復システムの構

築を進めます。 

人権擁護基準策定の検討をさらに推進し、その検討結果を踏まえながら、人権侵害

の疑いのあるときに調査することのできる権限等の明確化、具体的救済の進め方や他

機関との関係のあり方等、多様な観点から具体的な内容等について引き続き検討しま

す。 

Ⅱ 個人の尊厳（尊重）の前提となる情報保障（知る権利）の確立を進めます。 

平成 18 年度は聴覚障害者情報提供施設が設置されるため、視･聴覚障害者情報提供

施設とも協議しながら手話通訳者の配置や点字資料の配布等に係る指針の作成を進



 107

めます。 

Ⅲ 600 万県民の心のバリアフリーを提案します。 

条例案についての市町村教育委員会などとの意見交換会等を実施します。 

 

施策の主務課 健康福祉部 健康福祉政策課  電話 ２６０８ 

関 係 課 健康福祉指導課、児童家庭課、高齢者福祉課、障害福祉課、 

医療整備課、保険指導課、(教)特別支援教育課 
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施策名 

  施策１１ 個性が輝く教育の推進 

施策の目的 

基礎・基本の確実な定着や自ら学び自ら考える力などをはぐくみ、千葉県の未来

を築く子どもたち一人一人の個性が輝く教育を推進します。 
加えて、地域自らが、地域の特色を生かした教育が行えるよう、学ぶ側の視点に

も立って、児童生徒やその保護者、地域住民など多くの県民と協働し、重点的、戦

略的な教育のビジョンの確立を目指します。 
また、千葉県ならではの特色ある教育の推進や特別支援教育の充実などにより、

一人一人の個性を重視し、その可能性を引き出すとともに、心身のバランスの取れ

た創造性豊かな人材の育成を目指します。 
さらに、県民一人一人が、いつでもどこでもそれぞれの目的や志向に応じた学習

活動やスポーツ活動に参加し、自らの夢をかなえることができる生涯学習社会の実

現を目指します。 

施策の実施状況（総括） 

個性が輝く教育の推進に向けて概ね順調に進んでいます。 

その理由として、①小学校１、2 年生に加え、中学 1 年生で３８人学級が実現で

きたこと、②県立高等学校再編計画第１期及び第２期実施プログラムを着実に推進

し、千葉県では初となる三部制定時制高校、単位制の設置等魅力ある高等学校の設

置できたこと、③「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）

が取りまとめらたこと、さらに小・中学校特別支援教育コーディネーター研修等の

充実により、巡回指導の回数が増え、障害のある児童生徒一人一人のニーズに合わ

せた支援体制整備の充実が図られたこと、④生涯学習情報の提供と学習機会、場所

の提供が推進され、県民の学習ニーズに応えることができたこと、また、生徒への

アンケートや保護者からの外部評価の結果においても、学校の教育活動について概

ね良い評価をしていることなどが挙げられます。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

70％ 

（中学 2年生） 

（16 年度） 

※17 年度の数値は 18 年 8 月頃に判明し

ます。 

学力状況調査に
お い て 学 校 が
「好き」及び「ど
ちらかといえば
好き」と回答す
る児童生徒の割
合 

引き上げを目指します。 
（17 年度） 

80％ 
（中学 2年生） 
（20 年度） 

－ 
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｢学校運営｣ 

79.8％ 

｢学習指導｣ 

 73% 

（17 年度） 

各学校が行う保
護者等による評
価において、「学
校運営」や「学
習指導」に関す
る項目について
肯定的な回答が
80％以上得られ
る学校の割合 

すべての学校において 80％以上に

なることを目指します。 

（20 年度） 

★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
小学校 1、2年生で 38 人学級編制を継続

して実施するとともに､中学校 1 年生で

38 人学級編制を新たに実施 

（17 年度） 

少人数学級・少

人数指導の推進 

小学校 1、2 年生で 38 人学級編制

を継続して実施するとともに､中

学校1年生で38人学級編制を新た

に実施 

（17 年度） ★★★ 

中学校の社会と理科の一部領域が「おお

むね良好」とは言えない 

（16 年度） 

※17 年度の結果は 18 年 8 月頃に判明し

ます。 

学力状況調査に

おける学習の実

現状況※ 

各教科のすべての領域で「良好」

あるいは「おおむね良好」 

（17 年度） 
－ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・学力向上対策事業（☆☆☆ 拡大） 

・少人数教育の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を

推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

※17 年度の数値は 18 年 8 月頃に判明し

ます。 県立高等学校の

中途退学率 

2.2％ 
（17 年度） 
半減を目指す 
（25 年度） 

－ 

73.7％ 

（17 年度） 
学校開放に取り

組む県立学校の

割合 

87％ 
（17 年度） 

100％ 
（20 年度） ★★ 
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91.3％ 

（17 年度） 

県立高校 138 校中 126 校で実施 

インターンシッ

プ（職業体験）

を実施する県立

高等学校の割合 

100％ 
（17 年度） 

100％ 
（18 年度） 

★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・魅力ある高等学校づくりの推進（☆☆☆ 拡大） 

・小中高一貫した英語教育（ﾁﾊﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗﾝ）の推進（☆☆☆ 拡大） 

・小学校から始めるキャリア教育の推進（☆☆☆ 拡大） 

・ちばの自然や歴史を活用した教育の推進（☆☆ 拡大） 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業（☆☆☆ 拡大） 

・県民の信頼に応える学校づくりの推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ ノーマライゼーション※の進展に対応し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特

別支援教育を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

71.3％ 

（17 年度） 

特別支援教育コ

ーディネーター

を置く小・中・

盲・聾・養護学

校の割合 

76.3％ 

（17 年度） 

100％ 

（19 年度） ★★ 

4,867 人 

（17 年度） 
不登校児童生徒

数（公立小・中

学校） 

4,453 人 

（17 年度） 

半減を目指す 

（25 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の推進（☆☆ 拡大）  

・学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症児等への支援 

（☆☆☆ 拡大） 

・不登校児童生徒の居場所づくり（菜の花スクールモデル事業）（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 県民一人ひとりの個性が輝く生涯学習環境づくりを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

268,864 件 

（17 年度） 
生涯学習情報提

供システムへの

アクセス数 

284,000 件 

（17 年度） 

400,000 件 

(25 年度) ★★ 
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26 クラブ 

(17 年度) 総合型地域スポ

ーツクラブ数 

26 クラブ 

（17 年度） 

79 クラブ 

(22 年度) ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供と指導者の養成（☆☆☆ 拡大）  

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・学力向上事業により、教育課程の研究や授業改善が進み、生徒の学習意欲が喚起

され、主体的に学ぼうとする生徒が増加し、結果として「確かな学力」の向上と

一人一人の個性を生かす教育が推進されました。また、学力状況調査結果をもと

に県、市町村、各学校がその課題解決のために具体的な取組がなされ、確かな学

力の向上と一人一人の個性を重視する教育や個性や能力を重視しつつ、各高等  

学校が開発した進学カリキュラムに従って、ニーズに対応した進路指導を行うこ

とができました。 
・少人数指導により、児童生徒の興味・関心に応じた学習や習熟度別学習などを推

進し、支援、相談、評価の体制が整いました。 

Ⅱ・学校自らが企画・提案する特色ある教育に関する取組を支援することにより、魅

力ある高等学校づくりが推進できました。また、第１期・２期実施プログラムを

着実に推進し、千葉県では初となる三部制定時制高校、単位制の設置等魅力ある

高等学校の設置を推進しました。 
高校生が大学レベルの授業に触れることにより、大学の雰囲気を感じたり、進学

意欲の向上が図られました。 

・英語の授業が改善されたり、外国語指導助手（ALT）等の効果的な活用を図った

りすることにより、児童生徒に英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度が育成されてきました。 

・高校生海外派遣及び留学の支援検討会での協議を進めるとともに、サッカーを通

じてのデュッセルドルフ市との交流について、関係団体等と連絡調整を行うとと

もに、姉妹州でありますウィスコンシン州との交流事業の在り方について、関係

団体と情報交換を進めました。 
Ⅲ・パブリックコメントやタウンミーティングで寄せられた県民の意見を基に、「千

葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）が取りまとめられ、

県教育委員会に提出されました。 
・各種研修の充実により、障害のある児童生徒への気付きや支援の必要性、特別支

援教育の重要性の認識が高まり、また、小中学校支援への意識が高まり校内支援

体制整備の充実が図られました。 
Ⅳ・千葉県情報提供システムでは、県民のニーズに対応するため、地方公共団体や大

学等の高等教育機関との連携を強化することにより、約２０００件情報を増やす

ことができました。 
・総合型地域スポーツクラブの育成・支援事業により、クラブマネージメントの研

修や具体的実践例をもとにした研修により、スポーツクラブへの理解を深めるこ

とができました。 
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・各種県立学校開放事業により、交流施設や体育施設等が開放され地域に開かれた

学校づくりや県民の学習ニーズに応えることができました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 学力向上対策事業や少人数指導の推進によるきめ細やかな指導を行ってきまし

たが、「学ぶ意欲」や「思考し表現する力」を育てるために、一人一人の個性や能

力に応じた指導を継続していく必要があります。 
Ⅱ 英語教育の推進、留学の支援、キャリア教育の推進、魅力ある高等学校の実現、

大学との連携等を行ってきましたが、今後は成果の検証をしつつ、地域との連携を

一層深めた事業を継続していく必要があります。 

Ⅲ 今後は、「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）や国の

制度改正等を踏まえ、一人一人の教育的ニーズへの対応やその支援のための具体的

方策について検討していく必要があります。 
Ⅳ 多様化，高度化する県民の学習ニーズに応えるため学習情報の共有化や施設開放

についてさらに取り組む必要があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 学力向上対策事業や少人数指導の推進により、学習意欲の喚起、基礎・基本の定

着を図るとともに「思考し表現する力」を含めた学力の向上を目指します。 
Ⅱ 児童生徒が社会人・職業人として自立していくようにするため県民への広報・啓

発活動に努めるとともに、地域社会や産業界との連携・協力体制の構築に取り組み、

開かれた学校、信頼される学校づくりを推進します。 

また、デュッセルドルフ市やウィスコンシン州との交流の在り方について現地の

情報収集を行い、本県ならではの国際的視野を持った有能な人材の育成に資する派

遣プログラムを策定します。 

Ⅲ 「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）や国の制度改正

等を踏まえ、一人一人の教育的ニーズへの対応やその支援のため、千葉県特別支援

教育推進基本計画（仮称）を策定します。 
Ⅳ 県民のニーズに合った生涯学習情報の提供及び学習機会の提供を推進します。ま

た、地域スポーツの振興を図るため、総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援を行いま

す。 
 

施策の主務課 （教）企画管理部 教育政策課  電話 ４１７７ 

関 係 課 （教）県立学校改革推進課、（教）財務施設課、 
（教）生涯学習課、（教）指導課、（教）特別支援教育課、 
（教）教職員課、（教）文化財課、（教）体育課 
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施策名 

  施策１２ 心と体の教育と健やかな青少年をはぐくむ環境づくり 

施策の目的 

少子化、核家族化、都市化、情報化など種々の要因が複雑に絡み合う中、子ども

や若者が犯罪の被害者としてだけでなく、重大な犯罪の加害者となる事件が社会問

題となるなど、子どもや若者の倫理観・規範意識の低下に対する懸念が高まってい

ます。 
また、いじめや校内暴力、不登校、心の健康などへの対応も喫緊の課題です。 
若者が本県の未来を切り拓いていくためには、確かな学力はもとより、自らを律

しつつ、他人と協調し、感動する心や他人を思いやる心など豊かな人間性、たくま

しく生きるための健康や体力などを身に付ける必要があります。 
このため、学校と家庭と地域社会及び関係機関が手を取り合って、心と体の教育を

充実し、ふるさとを愛し、未来をひらいていくことができる子どもや若者のちから

をはぐくみます。 

施策の実施状況（総括） 

心と体の教育と健やかな青少年をはぐくむ環境づくりに向けて順調に進んでいま

す。その理由として、①心の教育の推進にあたり、道徳教育の充実や人間関係づく

りのための実践プログラムの作成に向けた取組が概ね順調に進んだこと、②「きら

めき総体」の成功と本県選手の好結果、子どもの体力向上を推進する取組により、

運動能力証の交付率が上昇するなどの成果があらわれたこと、③スクールカウンセ

ラーの配置やスクールアドバイザーの派遣を充実させ、子どもたちの心のサインを

見逃さない学校の体制づくりの推進ができたこと、④青少年の健全育成及び学校の

健全化に向け、新たな少年センターの設置やスクールサポーターの配置など関係機

関が連携して、子どもや若者が健やかに育つことのできる環境整備が推進できたこ

と等が挙げられます。 

《 施 策 の 成 果 等 》 

＜最終的な成果を表す指標の達成状況＞          [★★★は達成状況を表す] 
目標項目 目  標 達成状況 

７８．２％ 

（１７年度） 

地域、家庭、学

校が連携して子

どもを育てる環

境が整っている

と肯定的にとら

えている保護者

や地域住民の割

合 

６０％以上になることを目指しま

す。 

（２０年度） 

★★★ 
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肯定的な回答が８０％以上得られた学

校の割合 

８１％ 

（１７年度） 

各学校が行う保

護者等による評

価において「子

どもの様子」等

に関する項目に

ついて肯定的な

回答が８０％以

上得られる学校

の割合 

すべての学校において８０％以上

になることを目指します。 

（２０年度） 

★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 子どもや若者の豊かな人間性をはぐくむため、学校と家庭が手を携えて心の教育

を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

１８年１０月頃に判明します。 
公立図書館の児

童書貸出冊数 

7,430,000 件 

（17 年度） 

7,500,000 件 

(25 年度) － 

１８年９月頃に判明します。 小・中・高・盲・

聾・養護学校の

いじめの発生件

数 

1,600 件 

（17 年度） 

半減を目指す 

（25 年度） － 

１８年９月頃に判明します。 不登校児童生徒

数（公立小・中

学校） 

4,453 人 

（17 年度） 

半減を目指す 

（25 年度） － 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・心の教育実践プログラムの策定（☆☆☆ 拡大） 

・豊かな心をはぐくむ教育を支援（サポート）する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・心のサインを見逃さない学校の指導体制の充実（スクールアドバイザー派遣事業） 

（☆☆☆ 拡大） 

・心の教育と食育推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・家庭教育を支援する事業（☆☆☆ 現状維持） 

・子どもの読書活動を推進する事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 子どもや若者が、次代をたくましく拓いていく健康・体力を身に付けられるよう、

スポーツを通じて豊かな心と健やかな体を育てます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 



 115

目標項目 目  標 達成状況 
48.3 点 

(17 年度) 

2.3％向上 

小学校における

新体力テスト（8

種目計 80 点）の

平均点 

47.7 点 

（17 年度） 

5％向上を目指す 

（25 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・2005 千葉きらめき総体の開催（☆☆☆ 休止・廃止） 

・子どもや若者の体力・競技力を向上する事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 子どもや若者を犯罪などから守り、ふるさとを愛し、次代を拓いていく力がはぐ

くまれるよう、関係機関等が連携して、子どもや若者が健やかに育つことのできる

環境を整えます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

278,781 人 

（17 年度） 

社会教育施設
（青年の家･少
年自然の家）の
利用人員 
注：「県立青少年教育

施設の再整備計画」に

基づき、廃止予定の 4

施設を除いた指標 

305,000 人 

（17 年度） 

322,500 人 

（20 年度） ★ 

8 人 

（17 年度） スクールサポー

ターの配置数 

8 人 

（17 年度） 

県内全地域のニーズに対応できる

体制を整える 

（25 年度） 
－ 

700 名 

（17 年度） 

青少年補導(委)

員大会への青少

年補導員、青少

年補導センター

職員、関係機関

などの参加者 

青少年補導（委）員大会の充実強

化に努める。 

（17 年度） 
★★ 

＜重点事業の推進状況＞（ )は達成度[8 割以上☆☆☆､5 割以上 8 割未満☆☆､5 割未満☆]と次年度以降の方向性 

・子どもや若者の豊かな体験活動を推進する事業（☆☆☆ 拡大） 

・子どもや若者を被害者や加害者としないための総合対策の推進 

・青少年相談員活動、青少年補導センター活動に対する支援事業（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・児童生徒への児童と保護者等への啓発のため、「人権教育・啓発リーフレット」

を作成・配布しました。 

・心の教育プロジェクトチームを設置し、「人間関係づくり推進事業（案）」を作成

し、18 年度以降の推進計画を策定しました。 
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Ⅱ・2005 千葉きらめき総体において県内 1６万人の高校生達が、一人一役活動を通じ

て積極的に支援活動を展開し、大会成功の大きな原動力となりました。 

・本県選手の競技結果において、ベスト８以上が１０１と過去最高を記録しました。 

・子どもの体力向上を推進する取組の実施結果、運動能力証の交付率が上昇しまし

た。（21.9％→22.7％） 

Ⅲ・ちばの自然と文化に触れる体験活動を通し、地域の子ども同士や親子が交流する

場を多く提供することができました。また、フィールドミュージアム事業の実施

により、博物館が「自分も参加して創るもの」というイメージになり、県民の主

体的活動を促しています。 

 

○残された課題 

Ⅰ・人権教育・啓発資料の継続的な作成・配布を行います。 

・19 年度から、県内の全小中学校で、人間関係づくりのための実践プログラムを

活用した授業が実践できるようにするため、授業の趣旨や指導法等について、多

くの教員に理解してもらうための機会を設ける必要があります。 

・スクールカウンセラーの配置や相談体制の充実を図ります。 

Ⅱ・子どもの体力の向上について、効果的な指導方法及び学校・家庭・地域の連携し

た取組方法の究明を推進していく必要があります。 

・本県開催予定の「ゆめ半島千葉国体」に向けた、本県スポーツ振興に係る機運の

醸成や地域に根付いた特色あるスポーツ活動を立ち上げます。 

Ⅲ・ちばの自然と文化に触れる体験活動等の活動の場を、博物館を核とした地域から

全県的に活動の範囲を広げます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ・「学校人権教育指導資料」の内容を工夫･改善し、人権教育の継続的な推進を図り

ます。 

・人間関係づくりについての研修会の開催や、県教育委員会 HP での情報提供等を

積極的に行います。 

・スクールカウンセラー配置事業、スクールアドバイザー派遣事業の充実を図り、

子どもの心のサインを見逃さない体制や心の健康を支える校内体制づくりに向

けた取組を推進します。 

Ⅱ・子どもの体力の向上について、研究校による研究実践をさらに深める、体育科の

指導充実のための支援、保護者向けの体力づくりに関する啓発リーフレットの配

布等の取組を推進します。 

・「ゆめ半島千葉国体」の少年種別年代に特化した「チームちばジュニア強化事業」

の推進に努めます。 

・「競技力向上推進校指定事業」の立ち上げと、地域の体育協会、市町村教育委員
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会を巻き込んだ地域スポーツ拠点づくりに努めます。 

Ⅲ・小中高校、大学、NPO 等が参加するフィールドミュージアムネットワーク構築会

議などを通して、活動を支える人のネットワークづくりを行います。 

 

施策の主務課 （教）企画管理部 教育政策課  電話 ４１７７ 

関 係 課 児童家庭課、県民生活課、（教）財務施設課、（教）生涯学習課、

(教)指導課、(教)学校保健課、（教）文化財課、（教）体育課、

警察本部 

 


