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施策名 

  施策１３ 防災体制の強化と災害に強い県づくり 

施策の目的 

県民のだれもが安全な毎日を過ごすには、そのもっとも基本となる生命・身体・

財産が守られていなければなりません。 
私達のまわりには、大地震、台風、集中豪雨等の自然災害をはじめ、これまでの

常識では予測もつかないような、テロ等の様々な危機が存在しています。 
これらから県民の暮らしを守り、被害を最小限に止めるため、県土の基盤を整備す

るとともに、行政や防災関係機関と県民が一体となって防災に取り組む体制を整備

し、県民自らの防災活動への支援や、私たちが暮らす千葉県を災害に強い県土へと

整備します。 

施策の実施状況（総括） 

防災体制の強化と災害に強い県づくりの実現に向けておおむね順調に進んでいま

す。その理由として、①千葉県防災懇談会や防災タウンミーティングでの意見を反

映させた千葉県地域防災計画の修正案がまとまったこと、②防災情報システムの詳

細設計・プログラム開発、防災行政無線実施設計の実施、③無料耐震相談会を実施

したこと、また、被災建築物応急危険度判定士認定講習会を実施により、新たに２

６８名が判定士として登録されたこと、④千葉県消防広域応援隊を発足させたこと、

⑤自主防災組織活動支援シンポジウムを開催し、県民の防災に関する意識の高揚が

図られたこと、⑥県内で初めて土砂災害警戒区域等を５箇所指定したこと、⑦帰宅

困難者への支援としてコンビニエンスストア等１３社と協定を締結したこと、⑧道

路・河川・海岸・土砂災害対策施設を整備し、安全な県土づくりへの推進を図った

こと、⑨農村地域の災害防止として排水機場、ため池の整備、地すべり防止施設の

整備を図ったこと、⑩水道施設の耐震化を推進したこと、⑪公立学校の耐震改修を

実施したこと、⑫１７年度新たに、６月６日から１２日の期間に危機管理週間を実

施し、危機管理意識を醸成したこと、⑬千葉県国民保護計画を１８年１月に策定し

たこと、などが挙げられます。緊急性や重点化などを考慮し、優先度をつけ効果を

あげるよう努めていますが、厳しい財政状況のため、財源の確保が課題となってい

ます。 

また、被災者数及び災害による住家被害数については、１６年と比較して大幅に

減少していますが、風水害や地震などの自然災害の発生状況に左右されるため、今

後も被災者数等の軽減に努めます。 
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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 

355 名 

（17 年） 
被災者数 

※死傷者及び住家に

被害を受けた人数 

軽減に努めます。 
（毎年） 

★★★ 

122 棟 

（17 年） 
災害による住家

被害数 

※全半壊、一部損壊、

床上床下浸水 

軽減に努めます。 
（毎年） 

★★★ 

7 

（17 年度） 自主防災組織未

設置市町村 

0 

(17 年度) 
★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 県民のみなさんと行政、防災関係機関の相互連携に重点をおいた協働型防災体制

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 
防災情報システム詳細設計・プログラム
開発、防災行政無線実施設計 

（17 年度） 防災情報ターミ

ナルちばの整備 

防災情報システム詳細設計・プロ
グラム開発、防災行政無線実施設
計 

（17 年度） 
新システム本格稼動 

 （19 年度） 
★★★ 

649 人 

（17 年度） 被災宅地危険度

判定士 
225 人 

（17 年度） 
★★★ 

3,638 人 

(17 年度) 被災建築物応急

危険度判定士 

3,500 人 

(17 年度) 

4,000 人 

（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 

・災害対策の総点検（☆☆ 現状維持） 

・（仮称）防災情報ターミナル（基地）ちば整備事業（☆☆☆ 拡大） 

・石油コンビナート地区における防災体制の強化（☆☆☆ 現状維持） 

・市町村災害対策支援（☆☆☆ 現状維持） 
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・千葉県警察災害情報管理システムの構築 

・建築物・宅地の地震対策の推進（☆☆☆ 拡大） 

・実践的災害対応訓練の実施（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 県民のみなさんの自らの防災活動を支援し、「自助」「共助」活動に資する各種事

業を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
53％ 

（17 年度） 自主防災組織の

組織率 

60％ 

（17 年度） 

70％ 

（22 年度） ★★ 

5 か所 

（17 年度） 土砂災害特別警

戒区域の指定 

45 か所 

（17 年度） 

920 か所 

（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 

・自主防災組織の充実（☆☆☆ 拡大） 

・災害対策コーディネーター（まとめ・調整役）の養成（☆☆☆ 拡大） 

・自然災害に関する危険箇所の公表（☆☆☆ 現状維持） 

・帰宅困難者対策の充実（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 誰もが安全で快適な暮らしの実現を図り、県民すべてが住みやすい県土づくりを

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 

33.8％ 

(17 年度) 道路防災施設の

設置率 
34％ 

(17 年度) 
★★ 

79.1％ 

(17 年度) 橋梁の耐震化率 77％ 

(17 年度) 
★★★ 

53.0％ 

（17 年度） 河川整備率 53％ 

（17 年度） 
★★★ 

62.2％ 

（17 年度） 
港湾海岸整備率 

62.5％ 

（17 年度） 

66.0％ 

（21 年度） ★★ 



 121

＜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 

・道路防災施設の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・安全なちばの川づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・安全なちばの海岸づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・土砂災害対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・既成市街地の再生・再構築（☆☆☆ 現状維持） 

・市街地の防災性向上を図る街路整備の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・広域的な防災機能を担う都市公園の整備（☆☆☆ 拡大） 

・農村地域の災害防止（☆☆☆ 現状維持） 

・水道局における防災対策・危機管理の強化（☆☆☆ 拡大） 

・公立学校施設の地震対策の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 様々な緊急事態に対し、より的確かつ迅速に対応するため、実践的な危機管理体

制の充実を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

計画策定 

（17 年度） 

千葉県国民保護

計画＊の策定 

＊千葉県国民保護計

画：武力攻撃事態等に

おいて県民を保護す

るため、県民の避難や

救援などの措置を定

める計画 

計画策定 

（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 

・実践に即した危機管理体制の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県国民保護計画の策定（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 協働型防災体制の強化 
 防災タウンミーティングを開催し県民からの意見を得て、千葉県地域防災計画の修

正案を取りまとめることができました。防災情報ターミナルちば整備事業では、防災

情報システムの詳細設計やプログラム開発を実施しました。石油コンビナート等防災

訓練の実施、また石油コンビナート区域内の特定事業所に対して防災査察を実施し、

事故防止対策の推進を図りました。市町村災害対策支援事業では、市町村の災害対策

の点検や図上訓練が実施でき、問題点の改善を図ることができました。無料耐震相談

会等の実施により、県民の地震対策に対する関心を掘り起こすことができ大変有効で

した。 
Ⅱ 自助・共助活動の推進 
 自主防災組織活動支援シンポジウムや自主防災体験講習会の開催し、自主防災組織

の重要性について意識の向上を図ることができました。災害対策コーディネーター養

成講座を開催し４９名が修了し、県及び所在市町村に災害対策コーディネーターとし

て登録されました。土砂災害特別警戒区域等を５箇所指定し、住民説明会を開催し周
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知を図ることができました。帰宅困難者への支援について、コンビニエンスストア等

１３社と協定を締結し、支援の充実を図ることができました。 
Ⅲ 安全な県土づくりの推進 
 緊急輸送道路における既設橋梁の耐震化や道路法面の落石・崩落対策など、防災施

設の整備が進捗しました。河道拡幅、護岸改修、調節池の整備、貯留浸透施設の整備

が進むとともに、当面の目標としている時間雨量５０ミリの降雨にも安全であるよう

な河川整備の推進が図られました。海岸保全施設、急傾斜地崩壊対策施設、砂防対策

施設、土地区画整理事業、街路事業、都市公園等の整備が進みました。農村地域では、

湛水防除、ため池の整備、地すべり対策を推進しました。また、水道施設、学校施設

の耐震化を推進しました。これらの結果、災害に対する安全性が向上しました。 
Ⅳ 危機管理体制の充実 
 ６月６日から１２日の期間に危機管理週間を実施し、県の全機関及び全職員の危機

管理意識を醸成しました。また、危機管理のマニュアルを見直ししました。 
平成１８年１月には千葉県国民保護計画を策定し、平成１８年３月に全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の実証実験に伴う住民避難訓練を実施し、住民や関係機

関に国民保護措置に関する理解を深めていただいたとともに、関係機関との連携を図

ることができました。 
 

○残された課題 

Ⅰ 協働型防災体制の強化 
 千葉県地域防災計画の見直しや防災情報ターミナルちば整備事業など進めてきて

いますが、実効性の確保のため、各種訓練などを通じ、さらに問題点の改善などを図

っていく必要があります。 
平成１５年の北海道苫小牧の浮き屋根式石油タンクの全面火災では、これまでの想

定外の事例であったことにより被害の拡大を招いたことから、これまでの石油コンビ

ナート等防災訓練を見直し、さらに防災体制の強化を図る必要があります。 
Ⅱ 自助・共助活動の推進 
自主防災組織の組織率について、未組織の市町村をなくすよう取り組む必要があり

ます。また、「自助」「共助」についての重要性及び防災意識の向上を全県民に呼びか

けていく必要があります。 
帰宅困難者対策について、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどと支援協

定を締結してきましたが、さらに対策を検討していく必要があります。 
Ⅲ 安全な県土づくりの推進 
 緊急輸送道路、橋梁、道路、急傾斜地、河川、海岸、市街地など引き続き整備が必

要です。また、農村地域の防災対策、水道施設の防災対策、公立学校施設の耐震改修

をする必要があります。 
Ⅳ 危機管理体制の充実 
警察本部、消防、自衛隊等の関係機関などと連携を強化する必要があります。また、

全庁的な危機管理意識の啓蒙と危機対応マニュアルの整備の促進が必要です。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 協働型防災体制の強化 
千葉県地域防災計画の見直しについて、千葉県防災会議やタウンミーティングで得
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た意見等を反映させ、国へ協議をしていきます。 
石油コンビナート等防災訓練を充実させるため、近隣住民の参加や避難訓練などの

実施について、関係機関と検討していきます。 
Ⅱ 自助・共助活動の推進 
自主防災組織の組織率の向上について、市町村と連携し、さらに組織率の向上を図

ります。 
 帰宅困難者対策として帰宅困難者に対する訓練を実施します。 
Ⅲ 安全な県土づくりの推進 
 災害に強い県づくりのため、道路・河川・海岸・土砂災害対策施設・市街地等の整

備を推進していきます。 
Ⅳ 危機管理体制の充実 
危機管理四者連絡会議に海上保安庁などの加入も検討し、広域的な危機管理体制の

連携を図ります。 
 
施策の主務課 総務部 消防地震防災課  電話 ２１７４ 

関 係 課 農村整備課、漁港課、都市計画課、道路整備課、道路環境課、

河川計画課、河川環境課、港湾課、都市整備課、公園緑地課、

建築指導課、水道局、財務施設課、警察本部 
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施策名 

  施策１４ 生活者としての県民の安全・安心の確保と体制整備 

施策の目的 

県民のだれもが、安全で安心して毎日の生活を過ごすには、その も基本となる

生命・身体・財産が守られていなければなりません。この施策では、生活者・消費

者の立場から、日常生活における身体上あるいは財産上の安全・安心を確保するた

め、契約上のトラブルや社会的弱者を狙った詐欺的行為等の防止対策や啓発活動、

重症急性呼吸器症候群（SARS）などの重篤な感染症への対策、県民がその防止を強

く望んでいる犯罪対策など、身の回りでいつ起こるかわからない様々な危機から県

民の暮らしを守る体制の充実・強化を進めます。 

施策の実施状況（総括） 

生活者としての県民の安全・安心の確保と体制整備に向けて、概ね順調に進んで

います。 

その理由として、①平成 17 年度の消費者相談件数が前年度より 42.3％減少し、

消費者啓発事業の実施に一定の成果があったと認められること、②総合健康安全対

策ネットワークの整備により、健康危機管理体制が構築されたこと、③刑法犯認知

件数が前年より 11.2％減少し、総合的な犯罪抑止対策の効果が表れたことなどが挙

げられます。一方、①若年層及び高齢者の消費者相談件数の割合が依然高い水準に

あることから、これらの年齢層への一層の啓発が必要であること、②健康危機事案

発生時に対応するため、健康福祉センターを中心とした地域での健康危機管理体制

を整備する必要があること、③凶悪犯罪、侵入犯罪等の発生が依然高水準にあるこ

とから、犯罪抑止及び検挙体制を一層強化する必要があることなどが、課題として

挙げられます。なお、消費者相談件数の減少は、前年度に多く発生した架空請求に

係る相談が減少したことも要因として挙げられます。 

《 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 

93.8％ 

（17 年度） 消 費 生 活 相 談

（苦情）解決率 
向上させます。 

（17 年度） 
★★ 

131,037 件 

（17 年） 
刑法犯認知件数 

前年より減少するよう努めます。

（17 年） 

過去 高を記録した平成14年認知

件数（168,366 件）の 2割削減 

（18 年） 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 契約上のトラブルや悪質業者による被害の未然防止、拡大防止のための消費者教

育、相談体制の整備に取組むとともに、消費者の自立支援に努めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

13,799 名 

（17 年度） 消費者教育講座

参加者数 
13,800 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 

・消費者教育啓発事業（☆☆☆ 拡大） 

・相談体制及び悪質事業者の監視指導体制の充実（☆☆☆ 拡大） 

・宅地建物取引及び建設工事請負契約に関する消費者教育の充実（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 千葉県総合健康安全対策ネットワークを充実させるとともに感染症対策専門技

術者の育成や医療関係者を対象とした健康危機管理研修に取組むなど、健康危機対

策の一層の強化を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

整備 

（17 年度） 
総合健康安全対

策ネットワーク

の整備 

整備 

（17 年度） 
★★ 

290 名 

（17 年度） 健康危機管理研

修参加者数 
500 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 

・産学官による千葉県総合健康安全対策ネットワ－クの構築（☆☆ 現状維持） 

・健康危機対策パワ－アップ事業（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 輸入食品の安全性確保のため、食品等事業者に対して適切な監視指導を行うとと

もに、違反食品等の排除に努めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
国外産 178 検体 

国内産 2,939 検体 

（17 年度） 
食品検査の検体

数 
同等以上の検体数 

（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 

・食品衛生監視指導体制の強化（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 薬物乱用問題に関して、地域が一体となって薬物乱用を許さない社会環境づくり

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 

3 地区 

（17 年度） 
薬物乱用防止対

策推進モデル事

業開催地区数 

3 地区 

（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 

・薬物乱用防止社会環境づくり（☆☆☆ 休止・廃止） 

 

Ⅴ 県民が身近に不安を感じている犯罪の抑止と検挙の徹底を図るとともに、悪質な

訪問販売などの生活経済事犯等から高齢者を守るための対策を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

66,027 件 

（17 年） 公共空間犯罪認

知件数 

前年より減少させます。 

（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 

・公共空間犯罪対策の強化 

・総合的な高齢者保護対策の推進 

 

Ⅵ 厳しさを増す犯罪情勢に的確に対応するため、警察体制を充実し、警察捜査力の

一層の強化を図ります。また、県民生活の安全のよりどころとなっている交番・駐

在所の計画的な整備及び「空き交番」対策を推進するとともに、「地域防犯情報セ

ンター」や関係機関と連携して、地域防犯体制の強化を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

630 人 

（17 年度） 警察官一人当た

りの負担人口 

警察官を増員し、大規模県平均 535

人に近づけます。 

（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 

・県民の要請にこたえる警察体制の充実 

・犯罪を抑止・検挙するための捜査基盤の充実強化 

・本部機能の一元化による効率的な警察活動の推進 
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○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 契約上のトラブルや悪質事業者による消費者被害の未然防止等を図るため、消費

者教育啓発事業を実施した結果、17 年度の相談件数は、55,169 件と前年度（95,563

件）に比べ、40,394 件（42.3％）減少したところですが、若年層（30 歳代以下）

及び高齢者（60 歳代以上）の相談件数の全相談件数に対する割合は、依然高い水

準にあります。 

  また、相談体制の充実を図るため、11 市に対し相談体制の拡充等の要請を行い

ましたが、まだ十分とはいえない状況です。悪質事業者対策については、「四都県

悪質事業者対策会議」を通した共同指導を実施した結果、事業者指導件数は 16 件

と大幅に増加しました。 

  宅地建物取引等に関する消費者教育の一環として、新たに「宅地建物取引前相談

コーナー」を設置したところ、27 件の相談がありました。 

Ⅱ 感染症等に係る健康危機対策については、健康安全対策ネットワーク会議の開催

により構成機関の危機管理体制の共有化を図るとともに、新型インフルエンザ等の

発生の懸念に対して、医師等の医療関係者への研修や訓練を通じ、海外からの侵入

防止対策等について研鑽を図ることができました。 

Ⅲ 食品の安全性確保のため、輸入食品について、県内を流通する国内食品と同様に

検査を実施し、違反食品の排除に努めました。なお、検査検体数は当初予定を 22％

上回りました。 

Ⅳ 薬物乱用防止社会環境づくり事業については、県内３地区で薬物乱用防止コミュ

ニティ会議を設置し、地元市町村、警察、団体等との連携のもと、地域に密着した

薬物乱用防止啓発活動を実施しました。 

Ⅴ 公共空間における犯罪対策を強化した結果、平成 17 年中の公共空間犯罪の認知

件数は、66,000 件余りであり、前年に比べて約 12 パーセント減少しました。その

中でも県民の生命、身体に重大な危害を及ぼすおそれのあるひったくりが約 17 パ

ーセント減少、路上強盗は約 28 パーセント減少しました。 

また、高齢者等を対象とした悪質商法事案を中心に取締りを強化した結果、ヤミ

金融事犯 18 事件 27 人、悪質訪問販売等事犯 16 事件 46 人、知的財産事犯 33 事件

43 人を検挙しました。 

Ⅵ 警察体制を充実・強化するため、警察官等の増員を強力に推進し、警察官につい

ては 240 人が増員配分され、交番相談員については 30 人が増員されたところであ

り、犯罪対策、空き交番対策等の推進につながりました。なお、交番の整備等につ

いては、交番を 1ヶ所新設するとともに、交番を 9ヶ所、駐在所を 1ヶ所建替えま

した。 

  また、捜査支援システムの活用等の科学捜査力を強化するとともに検挙の徹底を

図った結果、平成 17 年中における刑法犯の認知件数は、131,037 件と前年に比べ

16,550 件（11.2 パーセント）減少しました。 

  PFI 事業で実施する警察本部新庁舎建設等事業については、総合評価一般競争入
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札による民間事業者の選定を行い事業契約を締結しました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 若年層及び高齢者の相談件数の割合は依然高い水準にあるため、引き続きこれら

の年齢層に対しての広報啓発が必要です。また、市町村の相談体制の充実を引き続

き要請していく必要があります。 

  宅地建物取引に関する消費者教育については、「宅地建物取引前相談コーナー」

がより多く利用されるよう検討する必要があります。 

Ⅱ 健康安全対策ネットワークを構築しましたが、健康危機事案発生時に対応するた

め、今後は、健康福祉センター、警察署等地域の関係機関のネットワークの構築を

図る必要があります。また、感染症発生時の患者対応を図るため看護師等への研修

が必要です。 

Ⅲ 平成 18 年 5 月に食品等の残留農薬についてポジティブ制度が導入されることか

ら、輸入野菜等に含まれる残留農薬の検査について、充実を図る必要があります。 

Ⅳ 薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進するには、地域に密着した薬物乱用防

止啓発活動を継続して実施する必要があります。 

Ⅴ 公共空間犯罪の認知件数は減少しましたが、県民の体感治安がさらに向上するよ

う、引き続き犯罪の抑止及び検挙対策を推進する必要があります。 

  また、犯罪の手口が常に変化している中、高齢者が悪質訪問販売や振り込め詐欺

などの被害に遭わないよう引き続き広報啓発を推進する必要があります。 

Ⅵ 警察官が増員配分されましたが、依然として、警察官一人当たりの業務負担は全

国の中でも高い水準にあるため、さらなる人的基盤の強化が必要です。また、引き

続き交番等の整備を行う必要があります。 

  さらに、凶悪犯罪等の発生は依然高水準にあるため、一層の検挙対策を推進する

必要があります。 

  新庁舎建設工事については、事業計画どおり進捗しているか確認する必要があり

ます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 若年層及び高齢者への消費者教育については、国の消費者施策の動きを踏まえな

がら、教育委員会及び高齢者担当部局や福祉団体と連携し各種広報啓発活動を推進

していきます。また、市町村の相談体制の充実を引き続き要請していきます。 

  宅地建物取引に関する消費者教育については、「宅地建物取引前相談コーナー」

の利用を広く呼びかけるため、ホームページに相談窓口の案内をするとともに、県

民だより等の広報媒体を活用し周知していきます。 

Ⅱ 地域における健康危機管理体制を整備するため、各健康福祉センター、警察署、

消防署、医療機関等で構成する（仮称）健康危機管理推進会議を設置します。また、
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県内の医療機関における適切な医療の確保等のため、県立病院の医師と看護師等の

医療スタッフによる感染症専門チームの養成を図ります。 

Ⅲ 輸入野菜、輸入農産物加工品について検査対象項目数を増やし、違反食品等の排

除に努めます。 

Ⅳ モデル事業である「薬物乱用防止社会環境づくり」事業は、平成 17 年度をもっ

て終了したところです。今後は、モデル事業で実施した薬物乱用防止啓発事業等の

成果を活かし、16 地区の薬物乱用防止指導員協議会すべてで、コミュニティ会議

を設置し、地域の実情に応じた啓発活動等を実施し、薬物乱用を許さない社会環境

づくりを推進していきます。 

Ⅴ 平成 18 年度は、組織改編により公共空間犯罪対策本部を廃止し、「犯罪抑止総合

対策推進本部」を設置し、ひったくり、路上強盗などの街頭犯罪や空き巣、事務所

荒らしなどの侵入犯罪、振り込め詐欺などの犯罪の抑止及び検挙対策を重点に犯罪

抑止総合対策を強力に推進します。 

  また、高齢者対策としては、 新の犯罪情報を踏まえた広報啓発を行っていきま

す。 

Ⅵ 引き続き、警察官等の増員を図るとともに、交番・駐在所の計画的な整備を推進

するなど、警察体制の充実を図っていきます。 

また、刑法犯認知件数の減少、検挙率の向上等、治安の回復を県民の目に見える

形で示し、県民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、引き続き警察捜査

力の強化を図っていきます。 

新庁舎建設工事については、PFI 事業の専門知識を有するモニタリング業者の活

用等を図り、事業の進捗状況をチェックしていきます。 

 

施策の主務課 環境生活部 県民生活課  電話 ２２９３ 

関 係 課 建設・不動産業課、健康福祉政策課、薬務課、衛生指導課、 

警察本部 
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施策名 

  施策１５ 交通安全県ちばの確立 

施策の目的 

誰もが安全で安心して暮らせる千葉県を目指す上で、交通事故の防止は緊急かつ

重要な課題であり、「あすのちばを拓く 10 のちから」でも「安全で安心して暮らせ

る社会」実現のため、交通安全に対する意識を高め、自ら対策を講じることによる

「県民力」の向上を目指すこととしています。 

このため、県、市町村、関係機関・団体との連携・協働により県民一人ひとりの

交通安全に対する意識の高揚を図るため、あらゆる機会を捉えた広報・啓発活動、

県民が必要とする交通安全教育の充実を図ります。 

また、増加する高齢者の交通事故防止に向けた取組みや安全で安心な交通環境の整

備など、21 世紀における「交通安全県ちば」の構築に向けた施策を県民総ぐるみで

強力に推進していく必要があります。 

施策の実施状況（総括） 

 交通安全県ちばの確立の実現に向けて概ね順調に進んでいます。 

交通事故死者数については、前年より２７人減少し、交通事故発生件数も減少し

ていますが、全国的に見ると依然として死亡事故多発県に変わりはありません。 

その要因としては、重大事故に直結する飲酒運転やスピード違反等の無謀運転に

よるものやシートベルトの非着用などが考えられます。 

また、自転車や高齢者が関係する事故も多く、これらに対する交通安全対策及び

交通安全意識の高揚のための広報啓発活動、及び交通事故負傷者に対する救命率の

向上のため救急救命・救急医療体の充実、等一層の取り組みが必要と考えます。 

 

《 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 

36，694 件 

（17 年） 交通事故発生件

数 
前年より減少させます 

（17 年） 

★★★ 

３０５人 

（17 年） 交通事故死者数 ３１０人以下 

（17 年） 
★★★ 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 県民総参加による交通安全運動を推進し、特に高齢者の交通事故防止を図るとと

もに、あらゆる機会を捉えた広報・啓発活動を市町村、関係機関・団体、ＮＰＯ等

とともに積極的に展開します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

20 市町村 

(18 年 3 月末) 
市町村高齢者交

通事故防止対策

推進会議設置数 

40 市町村 

（17 年度） 
★★ 

108 人 

（17 年） 高齢者の交通事

故死者数 
前年より減少させます 

（17 年） 
★★★ 

90．8％ 

（17 年 10 月） 

※参考 全国平均 92．4％ 

(警察庁・日本自動車連盟合同調査) 

シートベルト着

用率 
100％ 

（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 

・高齢者の交通事故防止対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・積極的な広報・啓発活動の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 地域ぐるみ交通安全活動の推進と実践型、参加・体験型の研修会など県民が必要

とする交通安全教育の充実を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

391 人 

（17 年度） 

交通安全シルバ

ーリーダーネッ

トワーク※２参加

者数 

385 人 

（17 年度） 
★★★ 

※２交通安全シルバーリーダーネットワーク：参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修の修了者を対象に、交通安全に関す

る情報提供や交通安全指導についての相談・指導を行い、高齢者の自主的な交通安全活動を促すための情報提供ネットワー

クのことです。 

＜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 

・地域ぐるみ交通安全対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・子どもと高齢者に視点をおいた交通安全教育の充実（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 事故危険箇所を解消するとともに、あんしん歩行エリア※１の形成、共同現地診

断や科学的な調査・分析等の交通事故抑止対策により安全で安心な交通環境の整備

を推進します。 



 132

※１あんしん歩行エリア：交通事故発生率の高いエリアを対象に、総合的な交通安全対策を面的に進め、「クルマ」中心から「ひ

と」中心への転換を目指すものです。 

＜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％ 

（17 年度） 

共同現地診断計

画箇所及び重大

死亡事故箇所等

における診断実

施率 

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 

・安全で快適なちばの道づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・総合的・科学的な調査・分析による交通事故防止対策 

・交通事故多発地点対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 重大事故に直結する悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点をおいた効果的な取

締りを実施します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

10．3％ 

（17 年） 

交通事故発生件

数 に お け る 悪

質・危険交通違

反※３の比率 

前年より減少させます 

（17 年） 
 

※３悪質・危険交通違反：一時不停止違反、歩行者の保護違反、最高速度違反、追越し違反、右側通行、信号無視、酒酔い運

転のことです。 

＜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 

・効果的な交通取締りの実施 

 

Ⅴ 交通事故被害者の心のケアとして交通事故相談業務の充実や、救命率の向上のた

め救急救命・救急医療体制の整備を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

632 人 

（18 年 3 月末） 市町村消防職員

の救急救命士数 
600 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 

・交通事故相談事業の充実（☆☆ 現状維持） 

・救急救命・救急医療体制の整備（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ  春・夏・秋・冬の交通安全運動をはじめ飲食店街飲酒運転追放の街頭啓発等、

各種広報啓発活動により、交通安全に対する県民の意識高揚が図られました。 
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Ⅱ  交通安全教育モデル事業や参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修など子ど

もから高齢者まで各年齢層に応じた実践的な交通安全教育の実施 

交通安全ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾀﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ事業、交通安全コミュニティー事業の実施、交通安

全推進隊や交通安全母の会など地域に密着した交通安全活動を行う交通安全ボ

ランティアへの活動支援などによる地域における交通安全活動の育成支援 

等により、交通安全に対する県民の意識高揚が図られました。 

Ⅲ  共同現地診断の実施や交通モニター等からの道路交通に関する意見聴取 

交通事故多発交差点の道路改良や高齢者、障害者、児童などに考慮した歩道等

の整備等により、交通事故危険箇所の改善を図りました。 

Ⅳ  悪質、危険な違反を重点に交通指導取締りを強力に推進した結果、交通事故が

大幅に減少しました。 

Ⅴ  来所、巡回、電話により交通事故相談を受け専門の相談員による交通事故に対

する適切なアドバイス 

ドクターヘリやドクターカーの配備、広域災害・救急医療情報システムの活用

促進等により、交通事故被害者の救済を図るとともに救急救命体制を整備しまし

た。 

 

○残された課題 

 交通事故死者数は減少傾向にあるものの、全国ワースト上位という極めて憂慮すべ

き状況が続いています。 

 このような厳しい状況から脱却するため、交通事故の特徴を踏まえた「高齢者の交

通事故防止対策」、「自転車安全利用の促進」、「飲酒運転の追放」、「薄暮時の交通安全

対策」、「地域ぐるみの交通安全活動」などにより一層の各種取組みが必要です。 

Ⅰ 交通安全意識の向上のため、あらゆる方法による広報啓発活動及び交通安全教育

が今後も必要です。 

Ⅱ 引き続き地域ぐるみの交通安全活動への支援強化が必要です。 

Ⅲ 新たな事故多発地点が発生するなど今後も地域社会環境の変化を見ていくこと 

が必要です。 

Ⅳ 交通事故の多発する傾向のある夜間、週末を中心とした交通指導取締りを推進し

ていく必要があります。 

Ⅴ 交通事故相談の積極的なＰＲや救命救急センターにおける救急医療体制の水準

を維持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 

これらの課題は１７年度に策定された「第８次千葉県交通安全計画」においても重

点施策として定めており、国、市町村、関係機関・団体、ボランテイア等と協働して

計画された施策を着実に進めていきます。 
Ⅰ 高齢者の交通安全対策について、高齢者ケアの実戦部隊となる社会福祉協議会、



 134

民生委員児童委員協議会、老人クラブや自治会に加えて「参加・体験型高齢者交

通安全リーダー研修」の修了者を啓発者として、近所で高齢者を交通事故から守

る「地域でつくる高齢者交通安全対策支援事業」を推進していきます。 

Ⅱ 地域ぐるみの交通安全活動については、県民一人ひとりが、地域・学校・職場な

どより身近な地域で交通安全活動の具体的な行動を起こす体制づくりとして「交

通安全推進隊」等を整備し、育成・支援していきます。 

また、「自転車安全利用の促進」、「飲酒運転の追放」、「薄暮時対策」などにつ

いても、県民と連携・協働した広報・啓発を積極的に推進していきます。 

Ⅲ  交通危険箇所の解消として、共同現地診断を継続して実施していきます。 

Ⅳ  交通指導取締りの強化を引き続き実施するとともに、多角的な交通事故分析に 

基づいて時間、場所、路線、地域等を選定し、各種取締り資機材を有効活用した

指導取締りを推進します。 

Ⅴ  交通事故相談の充実に向けて、関係機関と協議を進めていく予定です。また、

救命救急センターの設備整備の充実を図ります。 

 

施策の主務課 環境生活部 交通安全対策課  電話 ２２５７ 

関 係 課 消防地震防災課、医療整備課、道路環境課、(教)学校保健課、

       警察本部 
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施策名 

  施策１６ 活力ある県土の基盤づくり 

施策の目的 

県民生活を向上させ、県内産業を活性化させるため、拠点形成やそれらを支える

基盤整備を進め、人、物の交流を図り、地域の連携を図ることが必要です。「あすの

ちばを拓く 10 のちから」では、21 世紀型新産業の核となる戦略拠点などの拠点形

成やネットワーク整備を中心に、その波及効果が全県に広がる社会基盤をつくり、

連携と交流を支えると位置づけています。 

このため、広域交通網や情報網の整備を進め、知恵や人を結ぶちからを活かしな

がら、社会の生産性を高め、活力ある県土づくりを推進します。 

さらに、来るべき地方分権型社会の到来を見据え、「千葉主権」の確立を進めるた

め、本来、まちづくりや地域づくりの基礎自治体である市町村が、県民、企業、住

民団体、NPO など多様な主体とともに、それぞれの特性を活かしながら協働して地

域づくりを進めていくことが求められております。県は市町村によるそれらの地域

づくりを積極的に支援し、協働・参画の地域づくりを進めていきます。 

施策の実施状況（総括） 

活力ある県土の基盤づくりを概ね適切に実施しました。 

その理由として、①銚子連絡道路の一部区間の供用が開始されたこと、北千葉道

路について平成 17 年度事業採択を受け都市計画決定が行われたことにより事業着

手に向けて大きく前進したこと ②平成 17 年 8 月につくばエクスプレスが開業し、

駅前広場や駅へのアクセス道路の整備など沿線の都市基盤整備を進めたこと ③千

葉港において千葉みなと駅前地区緑地について事業着手したことにより魅力ある海

辺空間の創出が促進されたこと ④都市交通の円滑化を図る連続立体交差事業、既

成市街地の再生を図る市街地再開発事業や土地区画整理事業、公共用水域の水質保

全を図る下水道事業など活力ある県土の基盤づくりに向けた整備を促進したこと 

⑤まちづくり交付金事業を活用する市町村が増加し、地域の創意工夫を活かしたま

ちづくりの実施が促進されたこと ⑥「ちばまちづくり情報館」を開設し、住民と

協働のまちづくりを進めるにあたり参考となる事例や制度に関する情報をいつでも

得られる環境を創出できたこと などが挙げられます。 

しかしながら、厳しい財政状況の中、今まで以上にコストの縮減や事業の重点化

を行い投資効果の早期発現を図る必要があります。 
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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 

市川市から館山市 
1 時間 54 分 
（17 年度） 

市川市から館山市まで 
1 時間 54 分 
（17 年度） 
1 時間 33 分 

（全線開通時） ★★★ 

川崎市から館山市 
1 時間 31 分 
（17 年度） 

川崎市から館山市まで 
1 時間 31 分 
（17 年度） 
1 時間 09 分 
（全線開通時） ★★★ 

川崎市から一宮町 
1 時間 24 分 
（17 年度） 

川崎市から一宮町まで 
1 時間 07 分 
（19 年度） 

★★★ 

川崎市から銚子市 
2 時間 10 分 
（17 年度） 

首都圏中心部と

県内各都市間の

所要時間 

川崎市から銚子市まで 
2 時間 10 分 
（17 年度） 

★★★ 

駅前広場、連絡道路等の供用開始 

（17 年度） 

つくばエクスプ

レス沿線地域の

整備（整備内容

の指標） 

駅前広場、連絡道路等の供用開始
（17 年度） 

★★★ 

76.8％ 

（17 年度）* 

まちづくりにお
いて国・県・市
町村・住民団
体・ＮＰＯ等と
の協働・参画が
行われている市
町村の割合 
（協働・参画市
町村数の割合） 

54.4％ 

（17 年度） 

59.4％ 

（22 年度） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 21 世紀型新産業の核となる戦略拠点を中心に、その波及効果が全県に広がる高

規格幹線道路網や地域間幹線道路網を整備し、さらに港湾や街路を整備して円滑で

活発な交流を支え、地域の活性化を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

64％ 

（17 年度） 高規格幹線道路

整備率 

整備を進める 

（17 年度） 

94％ 

（25 年度） 
★★★ 
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２バースを整備中 

（17 年度） 

30,000 ﾄﾝ級大型

船が荷役できる

公共岸壁数(水深

12m 岸壁のバー

ス※数)※岸壁の数 

7 バース 

(20 年代前半) 

17 年度は 

1 バース整備中 ★★★ 

１８年度完全高架化を目指し、下り線高

架化工事を推進した（１７年度） 

踏切遮断時間の

改善（京成本線

の連続立体交差

事業による踏切

除去） 

下り線高架工事の推進 
（17 年度） 

・完全高架化 
（踏切 16 か所の除却完了） 

・踏切遮断時間 0分 
（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 

・広域間交流を支える道づくり（☆☆☆ 拡大） 

・地域間交流を支える道づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・総合的な都市交通円滑化の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・活発な経済交流を支える港づくり（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ つくばエクスプレス沿線、成田空港周辺、幕張新都心など魅力と活力ある拠点づ

くりや、21 世紀型新産業の核となる戦略拠点を形成し、既成市街地の再生を図り、

賑わいのある港づくりなど元気な地域づくりを進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
駅前広場、連絡道路の供用開始により東

京大学等新産業研究施設へのアクセス

整備を推進した（17 年度） 

つくばエクスプ

レス沿線の都市

基盤整備事業 

駅前広場、連絡道路の供用開始に

より東京大学等新産業研究施設か

ら駅までのアクセス整備の完了 

（17 年度） ★★★ 

２６５ヘクタール 

（17 年度） 

既成市街地にお
ける事業実施中
地区を対象とし
た整備状況（整
備面積の指標） 
対象：24 地区 

406 ヘクタール   

278 ヘクタール 

（17 年度） 

342 ヘクタール 

（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 

・つくばエクスプレス沿線の都市基盤整備（☆☆☆ 拡大） 

・成田空港周辺幹線道路の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・幕張海浜公園の整備促進（☆☆☆ 現状維持） 

・既成市街地の再生・再構築（☆☆☆ 現状維持） 

・賑わいのある港づくり（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 国、市町村、県民、住民団体、NPO などとの適切な役割分担のもと、市町村が

主体となった総合的まちづくりを支援し、住民、NPO などとともに参画・協働に

よる地域づくりを進めます。 
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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 

16 地区（17 年度） 
まちづくり交付

金活用地区数 

14 地区 

（17 年度） 

22 地区 

（20 年度） ★★★ 

3 公園で実施 

（17 年度） 
県立公園管理作

業への県民の参

加推進 

3 公園で実施 

（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 

・市町村が主体となった総合的まちづくりの支援（☆☆☆ 現状維持） 

・公共下水道未着手市町村への事業化促進（☆☆☆ 現状維持） 

・県民参加による県立公園の管理手法の推進（☆☆☆ 拡大） 

・新たな公営住宅施策の推進（☆ 現状維持） 

・住民が主体性を持ったまちづくりの推進（☆☆☆ 大幅に縮小） 

 

○ 平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・全県に広がる高規格幹線道路網や地域間幹線道路網を整備することは、県民生活

の向上及び県内産業の活性化の実現につながります。そのような中で、北千葉道

路について事業採択され都市計画決定が行われたことや国道 126 号銚子連絡道

路について一部供用を開始したことなど、活力ある県土づくりを推進しました。 

・国道、県道のバイパス工事や現道拡幅工事を実施することにより、車輌通行の円

滑化が図られ、渋滞の緩和や交差点における人や車の安全性が向上しました。ま

た、街路事業の推進により交通混雑の解消など都市交通の円滑化が図られました。 

・「物流からみた東京都市圏の望ましい総合都市交通体系のあり方」を作成し、都

市交通の円滑化について、施策の方向性を示しました。また、端末物流対策の手

引きを作成し、中心市街地における物流対策を事例をふまえて手順を示すことに

より、市町村が取組みやすい環境を創出しました。 

・港湾については各事業とも事業進捗途中ですが、改修が一部分完成するなど、成

果が現れて来ています。また、千葉港の経営戦略策定のため、荷主企業や港湾運

送事業者への個別ヒアリングを実施し、基礎データの収集を進めることにより、

港湾利用の促進を図りました。 

Ⅱ・つくばエクスプレス沿線の柏北部中央地区及び運動公園周辺地区について、駅前

広場や駅へのアクセス道路を中心に整備を進め、物件移転補償や駅周辺の一部商

業地区等の造成工事を行ったことにより、また木地区について、千葉県住宅供給

公社からの移管を受けて、物件移転補償及び調整池造成工事等を行ったことによ

り、鉄道と一体となった市街地整備が促進されました。さらに、（仮称）新流山

橋について都市計画決定を行いました。 
・幕張海浜公園（海側）に休憩所、トイレ、水飲みを設置し、利用者の利便性の向

上が図られました。 
・土地区画整理事業及び市街地再開発事業において移転計画と造成等（都市計画道
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路の一部）について、地元地権者の協力を得て一体的に整備が進められたこと、

および再開発ビル建築中の２地区について、完成の目処がついたことは、都市基

盤の整備に大きく貢献しました。 

・千葉市臨海部に位置する千葉みなと駅前地区緑地について事業着手したことによ

り、魅力ある海辺空間の創出が促進されました。 

Ⅲ・まちづくり交付金に係る情報提供、説明会の開催等に努めたことにより、まちづ

くり交付金事業を活用する市および地区が10市11地区から12市16地区に増え、

地域の創意工夫を生かしたまちづくりの実施が促進されました。 

・下水道未着手市町村へのアンケート調査や市町村への訪問ヒアリング調査を行っ

たことにより、市町村が現在抱える実情等を正確に把握することができ、今後の

普及促進活動に役立てることができました。 

・３公園でボランティアによる管理作業を実施し、延べ 126 日で 897 名の参加を得

るなど、ボランティアによる公園管理の定着が図られるとともに、公園管理費の

節減につながりました。 

・県営住宅の整備について、健康福祉部局との連携により住宅と併設する施設の建

設対象団地を選定し、地元市の主導で地域住民を巻き込む組織化の方向性が決ま

りました。 

・地域のまちづくりに取組む現地を見学し、住民から取組を紹介する「まちづくり

懇談会」を開催することにより、行政と住民の連携手法について参加者が学ぶこ

とが出来ました。また、「ちばまちづくり情報館（ホームページ）」を開設し、住

民と協働のまちづくりを進めるにあたり参考となる事例や協働のための制度を

ホームページに掲載することにより、いつでも情報を得られる環境を創出できま

した。 

 

○残された課題 

Ⅰ・東京湾アクアラインの利用促進を図るとともにその効果を県全域に波及させる首

都圏中央連絡自動車道、東関東自動車道館山線の早期整備が必要です。北千葉道

路については、成田新高速鉄道の平成 22 年度開業に支障を来さないよう、事業

を推進する必要があります。 

 ・今後益々厳しい財政状況が懸念される中で、コスト縮減や投資効果の早期発現を

図る必要があります。 

 ・安全性の確保向上や地域経済の活性化を図るため、引き続き立体交差や渋滞ポイ

ントの解消が求められています。 

・東京都市圏における施策の方向性が示されたことを受け、県の具体的な事業につ

いて、どう進めるか検討の必要があります。また、今後、交通円滑対策の検討調

査の一環として、実施予定のパーソントリップ調査について、回収率の低さや調

査費用の改善を検討する必要があります。 

Ⅱ・つくばエクスプレスの開業を契機に、今後は住宅需要や民間企業の進出意欲が活

発化している沿線各都市との地域間競争に打ち勝つためにも、それぞれの地区の

特徴を活かした魅力あるまちづくりを、今まで以上にスピーディーに推進する必



 140

要があります。また、都市軸道路の事業化に対して一部住民の理解が得られてい

ないことから、流山市と連携して事業への理解を得るとともに、整備規模・整備

手法・整備スケジュール等を検討する必要があります。 
 ・幕張海浜公園については利用増進策の検討が必要です。 

 ・土地区画整理事業及び市街地再開発事業については、住みやすく魅力と活力のあ

る市街地への再生・再構築に向け、さらに一層の事業促進を図っていく必要があ

ります。 

 ・臨海部の再開発による街づくりにおいて、水際線の利用や魅力ある海辺空間の創

出が求められているため、これらに対応して、賑わいのある港づくりを進めるこ

とが一層重要となっています。 

Ⅲ・市町村が主体となった創意と工夫に満ちた取組みが求められていることから、県

全域においてまちづくり交付金の活用を促進する必要があります。 

・千葉県の下水道普及率は、依然として全国平均を下回っており、特に九十九里・

南房総地域を中心に下水道未着手市町村が多く存在することから、今後も事業費

の縮減方策の提案などにより、公共下水道の事業化を促進する必要があります。 

 ・県民参加による県立公園の管理について実施公園数の拡大を図る必要があります。 

 ・県営住宅に併設する施設の整備にあたっては、地域住民や市町村とともに、その

実現に取り組む必要があります。 

・既に住民と協働のまちづくりは各地で多く取組まれており、一定の成果は得られ

ました。今後は各市町村の主体的な促進が望まれます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ・全国的な交流・連携を強化する高規格幹線道路の整備や県内地域相互の交流・連

携を強化する地域高規格道路の整備を進めるなど、県内の骨格的道路ネットワー

クの強化を図ります。北千葉道路の未事業化区間については、国による平成 19

年度の事業化を働きかけていきます。 

・設計の見直しなど、更なるコスト縮減を図るとともに、事業の緊急性、事業の効

果等を勘案し、優先順位を定め、一層の重点化を進めていきます。 

・鉄道との立体交差の推進について、踏切遮断時間の改善のため、引き続き京成本

線の連続立体交差事業による下り線の高架化工事を推進することにより完全高

架化し、踏み切り 16 箇所の除去を完了します。 

・総合都市交通の円滑化の推進について、都市交通の円滑化推進のため、鉄道との

立体交差、渋滞ポイントの解消など都市計画道路の整備を促進し、安全性の確保

向上や地域経済の活性化を図ります。また、県の物流対策の考え方、具体的な事

業等について検討を行うとともに、パーソントリップ調査の回収率や費用を改善

するため、調査方法について検討します。 

・港湾事業について一層のコスト縮減を図るとともに、経営戦略を策定し、効率的
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な港湾運営に努めます。また、港湾利用者の意向を踏まえつつ投資効果の早期発

現に努めます。 

Ⅱ・つくばエクスプレス沿線地域の整備においては、県施行３地区について、駅前や

幹線道路沿い地区及び保留地の多い地区等、投資効果が早期に発現できる区域に

ついて、集中的、効率的に事業を進める必要があることから、18 年度には事業

費の大幅な増加を図るとともに、執行体制を強化し、より効率的な事業推進を図

っていきます。都市軸道路については、環境調査、現地測量に入れるよう、粘り

強く地元と話し合いを続け、適切な環境保全対策により地元の理解を得るととも

に、埼玉県とも協議・調整しながら早期事業化に向けて努力してまいります。 
 ・幕張海浜公園については周辺住民と施設整備や利用計画について検討会を実施し

ます。 

 ・市街地の再生・再構築の事業促進を図っていくためには、多数の地権者の合意形

成と公的な事業費の確保が特に重要となります。このため、各事業主体（市等）

による一層の地権者調整の促進を図るとともに、まちづくり交付金の活用など、

土地区画整理事業費以外にも財源確保の多様化を図っていきます。 

 ・千葉みなと駅前地区緑地及び蘇我寒川地区緑地について、隣接地の街づくり事業

と連携した事業を進めます。 

Ⅲ・県全域の市町村にまちづくり交付金の活用を促すため、引続き説明会等を開催す

るとともに、市町村がまちづくり交付金事業を円滑に執行できるよう、県は指導

および協力していきます。 

・下水道未着手市町村に対し、事業費の縮減方策を含めたコンパクトで効率的な事

業提案や、地域の実情にあった他事業との連携・統合などの事業化方策の提案を

通じ、下水道の事業化促進に努めます。また、下水道に関する情報提供や研修会

等を開催しつつ、今後とも市町村への応援方策を研究していきます。 

・県立公園の管理については平成 18 年度から指定管理者制度へ移行しますが、指

定管理者に対しボランティアによる管理作業の機会づくりをお願いしていきま

す。 

・平成 18 年度の戦略プロジェクト６「みんなでつくる新しい地域社会」を実現す

るため、地域の声に応じた地域貢献型施設の整備手法について検討していきます。 

・「ちばまちづくり情報館」による情報発信を充実するとともに、具体的な取組に

おける県民との連携を促進するための場づくりなど、まちづくりＮＰＯとのパ

イプ役を果たしていきます。 

 

施策の主務課 県土整備部 県土整備政策課  電話 ３３７８ 

関 係 課 都市計画課、道路計画課、道路整備課、道路環境課、 

河川計画課、河川環境課、港湾課、都市整備課、 

公園緑地課、下水道課、建築指導課、住宅課、企業庁 
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施策名 

  施策１７ 豊かなくらしと環境を創造する県土の基盤づくり 

施策の目的 

社会状況のさまざまな変化により、不透明感が広がる中で、誰もが安心して快適

に暮らすことができるいきいきした地域づくりを進めていくことが必要です。「あす

のちばを拓く 10 のちから」では、拠点を結び、連携と交流を支える広域交通網や情

報網を整備することとしています。 

そのため、建築物や交通施設、ライフラインなどの耐震性の強化、交通死傷事故

の原因となる事故危険箇所等の改良、防災機能を持つ都市公園の整備、防災に配慮

した土地利用など災害に強いまちづくりを進め、また、豊かな自然環境を有する本

県の県土づくりにおいては、内陸部の湖沼の水質改善や県下全域で下水道の普及等

を進めるとともに、環境の保全に十分配慮しながら、河川・海岸の整備や土砂災害

対策など、自然災害の防止に取り組みます。 

さらに、少子高齢化社会等の社会経済状況の変化をふまえた対応が必要とされてい

ます。限られた財源を効果的・効率的に活用しつつ、安全で豊かな環境の県土をつ

くるために各種施策を展開し、さらに時代の変化に柔軟に対応するための計画の見

直しや社会資本整備の計画策定を進めます。 

施策の実施状況（総括） 

豊かなくらしと環境を創造する県土の基盤づくりを概ね適切に実施しました。 
その理由として、①歩道整備や交差点改良工事を推進したことにより車両通行の

円滑化と渋滞緩和が図られるとともに歩行者の安全性が向上したこと ②安全で快

適な川づくり、海岸づくりとして河川整備や海岸保全施設・海岸環境整備を進める

とともに、急傾斜地崩壊対策施設・砂防施設の整備など土砂災害対策を推進し、自

然災害の防止に取り組んだこと ③手賀沼・印旛沼など水質の悪化が著しい河川・

湖沼について底泥浚渫や多自然型護岸の整備を実施したことにより、河川環境の整

備と保全が図られたこと ④「街並み保全検討マニュアル」を策定したことにより、

市町村における街並み環境保全施策の展開への支援が促進されたこと ⑤区域区分

の見直し等時代に即した都市計画の見直し手続きを開始するとともに、都市計画道

路の見直しについても廃止候補路線を選定したほか次回見直しに向け都市計画基礎

調査実施要領を策定したこと などが挙げられます。 
しかしながら、厳しい財政状況の中、今まで以上にコストの縮減や事業の重点化

を行い投資効果の早期発現を図る必要があります。 



 143

《 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 

抑止率の向上に努めました 

(17 年度) 

事故危険箇所の

死傷事故の抑止

率 （ 指 定 箇 所

数：１３０箇所） 

抑止率の向上に努めます 

(17 年度) 

約 30％ 

(19 年度) 
★★★ 

53.0％ 

（17 年度） 河川整備率 
53.1％ 

（17 年度） 
★★★ 

水質改善、清澄性の確保を目指しました

（17 年度） 印旛沼の水質改

善及び清澄性の

確保 

水質改善、清澄性の確保を目指し

ます。（17 年度） 

ＣＯＤ8ｍｇ/ｌ（平均） 

透明度 0.5～1.0ｍ 

（22 年度） 
★★★ 

63.7％ 

（17 年度） 下水道処理人口

普及率 

63.0％ 

（17 年度） 

74.7％ 

（29 年度） 
★★★ 

65.3％ 

（平成17年度 県政に関する世論調査）住宅に対する満
足度（満足、ま
あ満足の割合） 

増加を目指します 

（17 年度） 

60％ 

（22 年度） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 安全・安心で快適な暮らしの実現を図り、県民すべてが住みやすい県土づくりを

進めるため、道路・河川・海岸や都市公園を整備し、土砂災害対策をするとともに

ユニバーサルデザインによる道路や建築物の整備を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

51.0％ 

（17 年度） 

歩道及び自転車

歩行者道の整備

率（歩行者・自

転車の安全な通

行 の 確 保 の た

め） 

51.0％ 

（17 年度） 

★★★ 

440 箇所 

（17 年度） 
急傾斜地崩壊危

険個所の整備箇

所数 

442 箇所 

（17 年度） 

449 箇所 

（19 年度） ★★ 
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62.2％ 

（17 年度） 港湾海岸の整備

率 

62.5％ 

（17 年度） 

66.0％ 

（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 

・安全で快適なちばの道づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・安全で快適なちばの川づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・安全で快適なちばの海岸づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・土砂災害対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・広域的な防災機能を担う都市公園の整備（☆☆☆ 拡大） 

・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） 

・建築物・宅地の地震対策の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 豊かな環境と美しい景観を保全し、創造する県土づくりを進めるため、河川、湖

沼などの水質を保全し、多様な生物が生育できる都市公園を整備し、景観に配慮し

た街並みを保全し、環境にやさしい道路や建築物の整備を推進します。 
＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

0.2ｋｍ 

（17 年度） 
植生浄化帯設置

延長（印旛沼浄

化対策） 

0.2ｋｍ 

（17 年度） 

12.1ｋｍ 

（22 年度） 
★★★ 

約 52,600ha 

（17 年度） 下水道処理区域
面積     

約 51,200ha 

（17 年度） 

★★★ 

2 市町村 

（17 年度） 

新たに景観行政
団体となる市町
村を掘り越こす
ためのモデル景
観 計 画 の 策 定
（計画対象市町
村数） 

2 市町村 

（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 

・河川環境の整備と保全（☆☆☆ 現状維持） 

・印旛沼・手賀沼の水質浄化（☆☆☆ 現状維持） 

・新たな水環境の創造に貢献する下水道事業（☆☆☆ 現状維持） 

・東京湾みどりの回廊構想の推進（☆☆ 現状維持） 

・街並み保全計画促進・支援事業（☆☆☆ 大幅に縮小） 

・景観みちしるべ事業（☆☆☆ 大幅に縮小） 
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・動植物の生息拠点となる樹林地等の緑地保全（☆☆☆ 拡大） 

・環境にやさしい道づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・環境にやさしい建築物の誘導（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 時代の変化に対応する柔軟で強靭な県土づくりを進めるため、社会資本の整備計

画を策定し、都市計画道路などの長期計画の見直しを進め、県土づくりの基礎とな

る地籍調査を推進するとともに住宅のマスタープランを見直します。 
＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

見直し候補路線チェックリスト作成、ケ

ーススタディの見直しを実施しました 

（17 年度） 

都市計画道路の

見直し状況 

（県が見直し長

期未着手路線に

おける検討路線

数の割合） 

ケーススタディの見直し実施 

（17 年度） 

100％ 

（19 年度） ★★★ 

指標の検討を含め現状と課題の整理を

実施しました 

（17 年度） 

ふさのくに県土

づくりプラン策

定 

指標の検証 

（17 年度） 

プランの策定完了 

（18 年度） ★★★ 

最新の住宅事情分析や住宅政策の課題

の把握など、改定のための基礎調査を実

施 

(17 年度) 

住宅マスタープ

ランの見直し 

指標の検証 

（17 年度） 

プランの策定完了 

（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 

・ふさのくに県土づくりプランの策定（☆☆ 拡大） 

・時代の要請に対応した都市計画の見直し（☆☆☆ 現状維持） 

・県土づくりの基礎となる地籍調査事業の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・時代に即した住宅マスタープランの見直し（☆☆ 現状維持） 

 

○ 平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・歩道等の整備が必要な区間において、歩道等の整備が進捗したことにより、通行

の安全性が向上しました。また、交差点２箇所において、右折レーンの設置を含

む改良工事が完成したことにより、車両の通行が円滑化し渋滞の緩和が図られた

とともに歩行者の安全性が向上しました。さらに国道 128 号鴨川市龍ヶ尾陸橋な

ど８橋の耐震補強が完了したことにより災害に強い道づくりが促進されました。 
・作田川外 40 河川などにおいて河道拡幅、護岸改修、調節池の整備、貯留浸透施

設の整備を行うことにより、当面の目標としている時間雨量 50 ㎜の降雨にも安

全な河川整備の推進が図られました。 
 ・一宮海岸外 15 海岸について事業を推進したことにより、海岸保全施設及び海岸

環境の整備の進捗が図られました。 
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・土砂災害対策について佐倉市鏑木町２外 58 箇所で事業を実施することにより、

急傾斜地崩壊対策施設、砂防対策施設、地すべり対策施設の整備の推進が図られ

ました。 

・柏の葉公園野球場建設工事の着手や八千代広域公園の用地買収が進んだことなど

により、広域的な防災機能を担う都市公園の整備が促進されました。 
・「千葉県建築物ユニバーサルデザイン整備指針」について県内全域で説明会およ

び意見交換会を開催することにより、その重要性について理解を深めました。ま

た、電線類の地中化が進捗したことによりバリアフリー化された歩行空間が確保

され、歩行者の通行の安全性・快適性が向上しました。 

・無料耐震相談会等の実施により、県民の地震対策に対する関心を掘り起こすこと

ができました。 
Ⅱ・手賀沼外 23 河川について事業を推進することにより、水質の悪化が著しい河川・

湖沼の底泥浚渫や多自然型護岸・遊歩道等の整備の進捗が図られました。 

・印旛沼については湧水復活のための雨水浸透桝の設置などの取組を行政・住民・

ＮＰＯが一体となって実施し、流域の健全な水循環の回復による水環境改善の推

進を図りました。手賀沼については流入する汚濁負荷量削減及び手賀沼の直接浄

化を行いました。 
・県が実施する流域下水道と市町村が実施する公共下水道の整備との連携を図りな

がら、効率的な整備を実施することにより、下水道の着実な普及促進が図られま

した。 
・県内市町村の課題に対応した「街並み保全検討マニュアル」を作成することによ

り、市町村が主体的に施策を展開していくことを支援しました。 

・モデル景観計画研究会の開催、景観市民アンケート結果の分析、景観まちづくり

方針の検討などにより、市町村が主体となった景観形成、保全への取組に貢献し

ました。 

・子の神特別緑地保全地区について地権者と用地取得契約を交わしたことにより緑

地の保全が図られました。 

・県道夏見小室線船橋市夏見台など 7.8km の歩道等について透水性舗装を実施、

(主)東京市川線市川市広尾地先において遮熱性舗装の試験施工の実施により水

循環の適正化やヒートアイランド現象の緩和などに貢献しました。 

・平成 18 年度からの「（仮称）ちば環境共生建築物整備指針」の策定作業に向け、

指針の構成案や作成イメージを示すことができました。 

Ⅲ・部内各課の職員による検討会を開催し、県土整備部に関する事業の今後のあり方

を検討することで、職員自身の意識改革及び気運の醸成を図りました。 

・都市計画基礎調査実施要領の策定及び都市計画道路見直し候補路線 161 路線の概

要を作成、ケーススタディ路線の見直し方向性について検討し、廃止候補路線

24 路線を選定したことにより、適切な都市計画行政の推進に大きく貢献しまし

た。 

・５市３町において 8.39K ㎡の地籍調査を実施したことにより、土地に関する基盤

づくりが促進されました。 

・住宅マスタープランの改定にあたって、外部委員で構成する「住宅マスタープラ

ン改定検討委員会」を設置、委員会を 2回開催することにより各種専門分野から
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幅広く意見を聞きながら検討を進めることができました。 

 

○残された課題 

Ⅰ・交通事故の削減に向けては未対策箇所が依然として多く残っており、また、緊急

輸送道路における既設橋梁の耐震対策や道路法面の落石・崩落対策が必要な箇所

も多く残されていることから、早期整備が求められています。 
・水害が多発している河川については、早期に事業効果が現れるよう優先的に改修

を行う必要があります。 

・浸食が著しい北九十九里海岸や一宮海岸等において、ヘッドランドの整備により

砂浜の維持を図っていますが、浸食の大きな原因が沿岸漂砂の減少であるため、

十分な砂浜の回復には至ってません。 

・急傾斜地崩壊危険箇所の整備率について約 28％と低い状況であり、ハード対策

の施設整備だけでは危険箇所の解消に対し多大な時間と費用を要します。 

・柏の葉公園野球場建設工事の更なるコスト縮減に努めながら、早期完成を目指す

必要があります。また、長生の森公園の計画見直しを早期に終了させ、未整備区

域の整備を再開する必要があります。 

・ユニバーサルデザインによる建築物の整備の重要性について普及啓発活動を行う

必要があります。また、すべての人々が安全で快適に通行できるようバリアフリ

ー化された歩行空間の確保を推進する必要があります。 

・建築物の耐震化を促進させるために、地域的な取組を活性化させる必要がありま

す。なお、平成 18 年度から実施する県の住宅・建築物耐震関連補助事業は、国

庫補助を活用し耐震診断補助事業等を行う市町村に対して補助を実施しようと

するものですが、補助制度を設けている市町村は、まだ９市町に留まっている状

況です。 
・被災宅地危険度判定士登録者が県東総区域及び南総区域で少ないことから、判定

士養成講習会をブロック別に検討する必要があります。また、被災宅地危険度判

定士の支援本部活動マニュアルを策定する必要があります。 

Ⅱ・印旛沼の水質浄化や水環境及び治水の総合的な対策を進めるため、緊急行動計画

に基づく各種取組を点から面へ展開していくなど、行政･住民・ＮＰＯが連携し

た取組を更に進める必要があります。 

・下水道高度処理水還元施設の維持管理について、関係機関等と調整を進める必要

があります。また、次年度以降についても適正かつ効率的な事業量を確保する必

要があります。 
・みどりの回廊構想の実現化に向け、地域性緑地の指定や緑地の保全に関して、国

の補助制度や税制面での軽減措置などが必要であり、そのためには行政区域を越

えて関係自治体が連携し、広域的に取り組む必要があります。 

・マニュアルを活用して、市町村の街並みの保全を促進していく必要があります。 

・17 年度の研究会での検討結果を踏まえ、他の市町村のモデルとなる具体的な規

制誘導（案）やモデル景観計画（案）を策定していく必要があります。 
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・市野谷の森について事業化の地権者への理解を得る必要があります。 

・遮熱性舗装については、費用対効果の検証が必要です。 

・「(仮称)ちば環境共生建築物整備指針」が使いやすい指針となるよう、構成や内

容を十分検討するとともに普及啓発に係るメニューについても検討する必要が

あります。 
Ⅲ・これまでの検討会の議論を受け、今後の社会経済状況の変化に対応し、千葉県の

多様な地域特性を反映した県民の生活実感にあった新しい社会資本整備のあり

方を策定する必要があります。 

・関係機関との調整、公聴会など県民の意見を聴く手続きを進め、適正な都市計画

の決定を進める必要があります。また、都市計画道路の見直し候補路線を確定し、

県民に公表を行う必要があります。 

・千葉県の地籍調査の進捗状況は全国平均を下回っており、特に都市部においては

顕著であることから、引き続き地籍調査事業を推進していく必要があります。 

・住宅マスタープランの改定にあたっては、国の住生活基本計画の策定動向を踏ま

えながら、平成 18 年度中に見直しを実施します。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ・安全かつ円滑な交通の確保に向けて、歩道等の整備や交差点の改良などの整備を

推進します。また、緊急性の高い箇所からの優先的整備やコスト縮減を考慮した

工法等の採用により、効果的・効率的な整備を推進します。 
・引き続き、頻繁に水害が発生している河川を重点的に整備します。 

・海岸浸食対策について、漁港などで発生する浚渫土砂や、陸域で発生する余剰土

砂等を利用して砂浜の回復を図る「養浜計画」を策定中であり、関係者の方々の

同意を得ながら進めていきます。 

・土砂災害対策施設の整備を推進するとともに、土砂災害情報の提供や土砂災害警

戒区域等の指定によるソフト対策を実施し土砂災害対策の推進を図ります。 

・柏の葉野球場の設計内容の検証を行いながら、早期発注に努めます。長生の森公

園については平成 18 年度中に見直し作業を終了し、翌年より補助事業の再開を

目指します。 

・ユニバーサルデザインについては当事者、県民、ＮＰＯ、設計者などと意見交換

する場を設けるなど多くの県民参加や部局横断的な取組により普及を推進しま

す。また、電線類の地中化にあたっては、コスト縮減に努め、効果的・効率的な

整備を推進します。 

・市町村等とさらに連携を深め、建築物の所有者等への直接的な普及啓発と無料耐

震相談会を引き続き実施します。また、耐震改修促進法に基づく耐震改修促進計

画を作成するとともに、市町村に対し耐震診断等に係る助成制度の創設や拡充を

働きかけていきます。 
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・平成 18 年度中に登録者が少ない南房総市等で被災宅地判定士養成講習会を開催

します。 

Ⅱ・「印旛沼流域水循環健全化会議」などを通じ、水環境保全に係る各種対策事業を

推進するとともに、関係部局との連携のもと取組の充実・強化を図ります。 

・引き続き予定事業量の確保に努め、海老川水系、真間川水系への下水道高度処理

水の河川還元事業を進めます。また、高度処理水還元施設の維持管理について、

還元（放流）に係る監視、管理体制等、具体の協議調整を行っていきます。 

・八都県市緑化政策専門部会などを通じ、広域的な緑の施策に関する検討や国への

要望活動を行なっていくとともに、地域性緑地の指定や緑地の保全に関する具体

的な対応について検討を行なっていきます。 

・「街並み保全検討マニュアル」を普及するため、説明会を開催します。 

・市町村が法定の景観計画を策定する際に参考となるよう、プロセスも含めた「モ

デル景観計画（案）」を策定します。 

・市野谷の森について説明会を実施し、地権者の理解を得るよう努めます。 

・遮熱性舗装施工箇所において追跡調査を行い、効果の検証を行います。 

・「(仮称)ちば環境共生建築物整備指針」の策定にあたっては、幅広い意見を取り

入れるために、検討委員会を立ち上げ、年３回程度委員会を開催するとともに、

パブリックコメントを実施します。 

Ⅲ・パブリックコメントの実施等により、広く地域住民の意見等を聴きながら、新し

い社会資本整備のあり方を策定します。 

・適正な都市計画の決定のため、関係機関との調整など、都市計画法に定められた

手続きを適切に実施します。都市計画道路の見直し案の作成に当たっては、見直

し路線の公表を行うとともに、地元市町村や住民等の意見を聞きながら検討を進

めます。 
・地籍調査未着手の市町村に対し、事業の目的及び効果等の啓発に努めます。 
・国の動向も踏まえ、県民の意見を聴く地域懇談会の開催や外部委員会に諮りなが

ら改定原案を作成し、パブリックコメント、市町村協議を経て、平成 18 年度中

に従来の住宅マスタープランに代えて千葉県住生活基本計画として策定します。 

 

施策の主務課 県土整備部 県土整備政策課  電話 ３３７８ 

関 係 課 都市計画課、道路計画課、道路整備課、道路環境課、 

河川計画課、河川環境課、港湾課、都市整備課、 

公園緑地課、下水道課、建築指導課、住宅課 
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施策名 

  施策１８ 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

施策の目的 

私たちの暮らしを支えている「環境」は、大気、水、土壌及び生物の間を物質が

循環し、生態系が微妙なバランスを保つことによって成り立っています。しかし、

現代の社会経済システムの環境への影響が、自然の持つ浄化・再生能力の限界を超

えたことから、地域では大気汚染、水質汚濁や自然の荒廃など、また、地球規模で

は地球温暖化など、様々な環境問題が生じています。 
これら環境問題の解決には、循環型社会システムへの転換を進める一方で、良好

な大気環境、水環境の確保や生物多様性の保全など自然環境の保全・再生に向けた

取組を地域から進めていくことが重要です。 

施策の実施状況（総括） 

良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進に向けて、概ね順調に進んでいます

が、一部に課題があります。 

大気環境では、「ディーゼル自動車排出ガス対策条例」遵守のための監視指導の強

化や低公害車の普及促進を行いました。同条例による運行規制の開始後、大気中の

浮遊粒子状物質の環境基準達成率は大きく改善しています。光化学スモッグ低減対

策及び化学物質対策においては、実態調査を実施しました。 

地球温暖化防止対策では、パブリックコメントの実施など幅広い意見聴取を行い、

地球温暖化防止計画の見直しを実施しました。14年度の温室効果ガスの総排出量は、

基準年（2年度）の数値を上回っており、取り組みを強化する必要があります。 

水環境では、各種事業の展開により、汚水処理人口普及率（総人口に対する下水

道人口、合併処理浄化槽人口、農業集落排水処理施設等の汚水処理人口の割合）が

上昇したことにより、公共用水域の環境基準達成率は向上傾向にあります。しかし

ながら、依然として全国平均を下回る状況であり、地道に取り組みを継続していく

ことが必要です。 

豊かな自然の保全と再生では、里山活動団体による森林整備事業や「ちば環境再

生基金」が支援したＮＰＯの環境活動など住民主体の活動による自然環境の保全と

再生の取組を進めることができました。このような取組をさらに活発化させていく

必要があります。 

《 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 

99％（16 年度） 
※17 年度の達成状況は 18 年 8 月頃確定し

ます。 

浮遊粒子状物質

の環境基準の達

成率 

向上させます。 

（17 年度） 

おおむね達成させます。 

（22 年度） － 
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2,219 万ﾄﾝ／年 
（14 年度） 

温暖化防止計画の見直しを実施 
（17 年度） 

温室効果ガスの

排出量（炭素換

算） 

抑制します。 

（17 年度） 

2,023 万トン／年 

（22 年度） 
★★ 

60.0％ 

（16 年度） 
※17 年度の達成状況は 18 年 8 月頃確定し

ます。 

水質の環境基準

の達成率 

〔ＢＯＤ（生物

化学的酸素要求

量）・ＣＯＤ（化

学 的 酸 素 要 求

量）〕 

55％ 

（17 年度） 

60％ 

（25 年度） 
－ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 自動車対策など総合的な対策を進めることにより、大気環境に係る環境基準の達

成率を向上させ、きれいな大気と県民の健康を守ります。また、有害化学物質によ

る環境リスクの低減に向けた対策を検討します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
951 トン／年 

（16 年度） 

※17 年度の達成状況は 19 年 3 月頃確定

します。 

自動車からの粒

子状物質排出量 

（対策地域（野

田市～市原市の

県北西部１７市

町）内） 

572 トン／年 

（17 年度） 

277 トン／年 

（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 

・ディーゼル自動車排出ガス対策条例及び環境保全条例の運用等（☆☆☆ 現状維持） 

・千葉県東葛地域沿道環境改善プログラム（☆☆☆ 現状維持） 

・情報通信技術を活用した交通管理の高度化 

・光化学スモッグ低減対策事業（☆☆☆ 拡大） 

・有害化学物質による環境リスク低減対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 地球温暖化防止に向けた県民等への普及啓発と、県の率先的な二酸化炭素排出削

減に向けた取り組みを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

県の事務・事業

に伴う温室効果

ガス排出量（二

酸化炭素換算） 

減少させます。 

（17 年度） 

平成 12 年度に比べ 5％削減 

（18 年度） 

95,340 トン／年 

(16 年度) 

※17年度の達成状況は18年12月頃確定

します。 
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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 

・地球温暖化対策の見直し事業（☆☆☆ 拡大） 

・環境マネジメントシステム推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・信号機用灯器のＬＥＤ化の推進 

 

Ⅲ 印旛沼・手賀沼・東京湾等の水質を改善し、環境基準の達成率を向上させ、地下

水・土壌汚染対策を進め、きれいで安全な水の確保を目指します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
76.4％ 

（16 年度） 

※17 年度の達成状況は 18 年 7 月頃確定

します。 

汚水処理人口普

及率 

76.6％ 

（17 年度） 

85.7％ 

（29 年度） － 

8.1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ 

※17 年度速報値です。  印 旛 沼 の 水 質

（COD 年平均値） 

向上させます 

（17 年度） 

8.0 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ 

（22 年度） ★★★ 

8.2 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ 

※17 年度速報値です。  手 賀 沼 の 水 質

（COD 年平均値） 

向上させます 

（17 年度） 

8.0 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ 

（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 

・下水道等の汚水処理施設の整備促進（☆☆☆ 現状維持） 

・地下水・土壌汚染防止対策（☆☆☆ 現状維持） 

・印旛沼の水質浄化対策（☆☆☆ 現状維持） 

・手賀沼の水質浄化対策（☆☆☆ 現状維持） 

・東京湾の水質浄化対策（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 豊かな自然の保全と再生を推進し、生物多様性を確保します。  

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

55 件 

（17 年度） 里山保全協定の

締結（累計） 

50 件 

（17 年度） 

100 件 

（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 
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・「ちば環境再生基金」事業の促進（☆☆☆ 拡大） 

・地域固有の生態系の保全（☆☆☆ 拡大） 

・豊かな水辺環境の保全と再生の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅴ 三番瀬の自然再生に必要な継続的な調査を進めるとともに、環境学習、教育のた

めの取り組みを推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

検討会を 2回開催 

（17 年度） 行徳湿地内施設

整備 

検討会の開催 

（17 年度） 

施設整備完成 

（未定） 
★★ 

＜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 

・行徳湿地再整備事業（☆☆ 現状維持） 

・三番瀬自然環境調査事業（☆☆ 現状維持） 

・三番瀬再生計画に係る環境学習検討事業（☆☆ 現状維持） 

・自然環境合同調査実施事業（☆☆☆ 現状維持） 

・継続的な観察・記録調査の方法、指標作りの検討事業（☆☆☆ 休止・廃止） 

・データベース作成・広報事業（☆☆☆ 縮小） 

 

Ⅵ 県民、住民団体・ＮＰＯ、事業者など全ての主体の協働を図るため、ちば環境パ

ートナーシップの確立を目指します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

16,841 人 

（17 年度） 環境学習体験者

数 
16,000 人以上 

（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 

・総合的な環境学習の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 「ディーゼル自動車排出ガス対策条例」に基づく運行規制、燃料規制では、事業

所への立入検査や路上検査、ビデオカメラを利用したナンバープレート調査等を実

施し、不適合車両や事業所に対して改善指導を行いました。また、粒子状物質減少

装置の装着助成及び天然ガス自動車普及促進助成による低公害車の普及促進を行

いました。16 年度の大気中の浮遊粒子状物質の環境基準達成率は 99 パーセントと

前年度と比較して約 12％上昇しており、15 年 10 月の条例に基づく運行規制の開始
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等の効果が表れていると考えます。 

  光化学スモッグ低減対策では、改正大気汚染防止法で規制予定の６種類の施設

（印刷、塗装、接着等 37 事業場・94 検体）について実態調査を行い、法規制対象

施設の把握、光化学スモッグの原因物質である VOC（揮発性有機化合物）の排出防

止対策等を把握しました。 

  化学物質対策では、化学物質管理実態調査や有害大気汚染物質環境リスク評価事

業により、自主管理の実態や今後優先的に削減対策に取り組むべき物質の環境リス

クの状況を把握することができました。また、17 年度よりＰＲＴＲデータ検索シ

ステムを県ホームページ上の公開しましたが、これは、リスクコミュニケーション

推進のための情報基盤となるものです。 

  ※ リスクコミュニケーション：化学物質による環境リスクに関する正確な情報を市民・産業・

行政等のすべてが共有しつつ、相互に意思の疎通を図ること。 

Ⅱ 地球温暖化防止対策では、専門家などからなる計画策定懇談会での検討やパブリ

ックコメントによる県民意見の聴取、さらに千葉県環境審議会の答申など幅広く意

見を聴取し、千葉県地球温暖化防止計画の見直しを行いました。 

また、17 年 4 月、地域においてボランティアで県民意識の啓発等にあたる地球

温暖化防止活動推進員を増員（407 名：17 年 11 月現在）し、委嘱を行いました。 

ＥＳＣＯ事業については、個別の県有施設について導入検討を行い、ＥＳＣＯ事

業を導入する施設を決定しました。 

※ ＥＳＣＯ事業：建物の省エネルギー改修にあたり、民間の専門事業者が有するノウハウを活

用して光熱水費を削減し、その削減額で改修に要する経費の全額を賄う事業 

Ⅲ 水環境では、下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽補助事業による生

活雑排水等の適正処理を進めたことにより、生活排水対策の指標である汚水処理人

口普及率（総人口に対する下水道人口、合併処理浄化槽人口、農業集落排水処理施

設等の汚水処理施設人口の割合）が上昇（14 年度 74.3％、16 年度 76.4％、17 年

度末は集計中）しました。公共用水域の環境基準達成率は向上傾向にありますが、

この普及率向上が寄与しているものと考えます。 

  湖沼浄化対策では、印旛沼では、湧水量等の調査及び健全化計画の策定の検討を

実施するとともに、緊急行動計画に基づく湧水復活のための雨水浸透桝設置や流域

小学校の環境学習への出前講座等を実施しました。また、手賀沼では、流域８市町

との共同浄化事業により、流入する汚濁負荷量削減及び直接浄化を行うとともに、

啓発用パンフレットを作成・配布し、健全な水環境回復の取組に対する意識啓発を

行いました。 

Ⅳ ちば環境再生基金がＮＰＯの環境保全活動９件、市町村の戦略的自然再生事業 3

件、負の遺産対策事業 1件に対し助成を行いましたが、これら基金の助成した事業

の実施により、地域の自然環境の保全が図られました。 

地域固有の生態系保全のための外来種対策では、外来種対策検討委員会を開催し、

千葉県における外来種（動物）の実態がほぼ明らかとなりました。 
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里山の保全・活用では、里山活動協定の締結促進を図ったことにより、新たに 

１７件、２５．７ヘクタールが増加しました。企業による里山づくりにより、活動

協定の締結促進を図ったところ、1件、１．７ヘクタールの協定を締結することが

できました。 

Ⅴ 三番瀬については、シギ・チドリ類の採餌状況調査などの定期的継続的調査や調

査参加者を公募しての合同調査の実施など環境調査を実施しました。また、学識経

験者、地元住民・ＮＰＯ、教育関係者等で構成する三番瀬環境学習施設等検討委員

会を設置し、環境学習に関する検討事項や今後の検討手順等についての協議を行い

ました。 

Ⅵ 県民環境講座、エコマインド養成講座、こどもエコクラブ、ＮＰＯによる公募型

環境学習委託事業の実施や環境学習アドバイザーの派遣、エコメッセちばや環境シ

ンポジウム千葉会議の開催など各種学習機会を提供し、目標とした 16,000 人を上

回る参加者がありました。講座等を実施する中で、参加した県民に対して環境意識

の高揚を図ることができました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 光化学スモッグ低減対策においては、揮発性有機化合物排出施設の実態調査を踏

まえた検討、また、改正大気汚染防止法が導入した「法規制」と法規制対象外の事

業者の「自主的取組」のベストミックス手法との整合性から、事業者の自主的取組

を促進する手法を検討する必要があります。 

  化学物質対策については、次年度は 3ヵ年事業の最終年度であり、16・17 年度 2

年間の調査結果を踏まえた取りまとめを行う必要があります。 

Ⅱ 見直しを行った地球温暖化防止計画に基づき、重点的に推進する事業としてＥＳ

ＣＯ事業の推進や事業者の温室効果ガス排出量報告制度の検討などの重点プロジ

ェクトを推進していく必要があるほか、計画の進行管理を行う体制の整備を図る必

要があります。また、県民、事業者に対して、一層の取組み促進を図る必要があり

ます。 

Ⅲ 汚水処理人口普及率は確実に向上し、公共用水域の環境基準達成率は向上傾向に

ありますが、全国平均と比較すると依然低い状況であり、更なる向上のため、限ら

れた財源の中で引き続き施設整備を進める必要があります。 

Ⅳ ちば環境再生基金については、まだ十分に県民に認知されていない状況にありま

す。 

  地域固有の生態系を守るためには、外来種からの脅威に対処することが必要であ

り、外来種（動物）リストに基づき、効果的な防除対策を検討していく必要があり

ます。 

  里山の保全・活用については、引き続き里山活動協定の締結促進を図る必要があ

ります。 

Ⅴ 三番瀬について今後再生のための事業が実施されるときに速やかに影響予測を
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行えるようにするとともに、三番瀬の自然環境の維持にとって重大な変化があった

場合に早急に対策がとれるようにする必要があります。 

Ⅵ 環境学習・環境保全活動の指導者を育成することを目指すエコマインド養成講座

の修了生が、実際に指導者として活動できる場が少ない状況があります。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ 光化学スモッグ対策の強化については、事業者の自主的取組を促進する手法につ

いて条例を含めて検討を行っています。 

  化学物質対策については、千葉県における化学物質対策の基本方針を策定し、千

葉県化学物質環境管理指針の見直しを行います。 

Ⅱ 地球温暖化防止対策の推進を図るため、関係機関への働きかけや進行管理を行う

組織を設置し、計画の着実な推進を図ります。また、シンポジウムの開催や環境関

係イベントを通じて県民、事業者に対し、新しい計画の周知を図り、取組への啓発

を進めるほか、出前講座により地域における温暖化に関する研修会等に地球温暖化

防止活動推進員を派遣し、温暖化対策についての更なる普及啓発を図ります。重点

プロジェクトの一つに位置づけた事業者の温室効果ガス排出量報告制度について

は、実態把握のための調査を行い制度の検討を行います。さらに、ESCO 事業につ

いては、導入を決定した県有施設について ESCO 事業者の公募など導入に向けた手

続きを進めます。 

Ⅲ 市町村が整備する公共下水道について、県が整備する流域下水道との連携を図り

ながら整備を進めるなど、県と市町村が連携を図りながら、効率的かつ効果的に汚

水処理人口普及率を向上させます。 

  印旛沼、手賀沼については、会議、大会等を通じて、各種取組の報告や流域住民・

団体等との意見交換を行い、健全な水循環回復のための取組の促進を図ります。 

Ⅳ ちば環境再生資金の周知を図るため、同基金を設置している千葉県環境財団と連

携して、基金の効果的な広報・募金活動を行うとともに、基金による助成事業の拡

大を図ります。 

  外来種対策については、外来種の実態をわかりやすくまとめるとともにその公表

を行い、市町村・県民等に外来種防除に係る理解と協力を得られるように取り組み

ます。また、特定外来生物のアカゲザルの調査及び捕獲事業、アライグマ及びキョ

ンの調査、カミツキガメの防除計画の検討を行います。 

  里山活動協定締結促進については、企業による里山づくりを促進するため、企業

の個別訪問を行うなど重点的に取り組みます。 

Ⅴ 三番瀬の自然環境を把握するため、今後も中長期的に生物、環境等の調査を行う

とともに、調査結果を効果的に活用するため、データベースとして蓄積します。 

Ⅵ エコマインド養成講座の修了生については、一定の条件を満たし、かつ希望する

者には、養成講座のスタッフとして活動の場を提供します。また、市町村の環境学
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習の指導スタッフとして採用していただけるよう、市町村に対し働きかけを行いま

す。 

施策の主務課 環境生活部 環境政策課  電話 ４６４８ 

関 係 課 大気保全課、水質保全課、自然保護課、環境研究センター 

農村整備課、みどり推進課、漁業資源課、 

水産総合研究センター、道路計画課、河川計画課、 

河川環境課、下水道課、（教）文化財課、警察本部 
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施策名 

  施策１９ 資源循環型社会づくりの推進 

施策の目的 

現代社会は、大量消費・大量廃棄型の社会経済活動により、経済的豊かさを享受

してきた一方で、天然資源の急速な利用拡大に伴う地球温暖化や環境破壊、廃棄物

最終処分場の残余容量の逼迫など、様々な環境問題に直面しており、資源循環型社

会への転換が急務となっています。 

 一方、県民、住民団体・ＮＰＯ、事業者等による資源循環型社会づくりに向けた

主体的な取組が、新たに芽生え、広がりつつあることから、そうした流れを十分に

活かし、拡大していくことも重要な課題となっています。 

このため、千葉県では、資源循環型社会づくりに向けた「ビジョン」となり、ま

た「行動指針」として平成 14 年 10 月に策定した「千葉県資源循環型社会づくり計

画」を踏まえ、県民、住民団体・ＮＰＯ、事業者、行政等を当事者とする「協働の

環」の拡大を図っていきます。そして、「資源循環」をキーワードとして、環境が経

済の牽引役ともなり、環境と経済の好循環が生まれるような循環型社会づくりを目

指します。 

施策の実施状況（総括） 

資源循環型社会の実現に向けて概ね順調に進んでいる部分もありますが、未だ進

展が十分でない事項も少なくありません。 

一般廃棄物（ごみ）の最終処分量（一人１日当たり）、産業廃棄物の排出量・最

終処分量・再資源化率は、すでに目標を達成していますが、環境負荷を限りなくゼ

ロに近づけるためには、さらなる向上が必要です。 

一方、一般廃棄物（ごみ）の再資源化率については、着実に向上していますが、

目標達成に向けては、県民、事業者、行政等のなお一層の努力が求められます。 

一般廃棄物（ごみ）の排出量（一人１日当たり）については基準年からの減少幅

が十分でなく、また温室効果ガス排出量については基準年よりも増加しているため、

それぞれの目標を達成するためには、県民と事業者とがともに各排出量の抑制に向

けた意識をさらに高め、生活様式や事業活動を環境配慮型に転換していく必要があ

ります。 

また、バイオマスタウンの中核施設の設置促進については、基礎的条件整備を図

っている段階であるため、目標実現には、なお時間を要するものと見込まれます。
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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 

1,040ｇ／人・日 
（16 年度） 

※17 年度数値は 18 年度に判明します 
一般廃棄物（ご

み）の排出量 

950ｇ／人・日以下 

（17 年度） 

850ｇ／人・日以下 

（22 年度） ★ 

87ｇ／人・日 

（16 年度） 
 ※17 年度数値は 18 年度に判明します

一般廃棄物（ご

み）の最終処分

量 

90ｇ／人・日以下 

（17 年度） 

64ｇ／人・日以下 

（22 年度） ★★★ 

24.2％ 

（16 年度） 
※17 年度数値は 18 年度に判明します 

一般廃棄物（ご

み）の再資源化

率 

30％以上 

（17 年度） 

40％以上 

（20 年度） ★ 

2,450 万 t／年 

（16 年度） 

※17 年度数値は 18 年度に判明します。

産業廃棄物の排

出量 

減少させます。 

（17 年度） 

★★★ 

68 万 t／年 

（16 年度） 

※17 年度数値は 18 年度に判明します。
産業廃棄物の最

終処分量 

78 万 t／年 

（17 年度） 

★★★ 

61.8％ 

（16 年度） 

※17 年度数値は 18 年度に判明します。
産業廃棄物の再

資源化率 

53.5％ 

（17 年度） 

★★★ 

8,138 万 t／年（14 年度） 

温暖化防止計画の見直し実施 

（17 年度） 
温室効果ガス排

出量 

抑制します。 

（１７年度） 

6,983 万 t／年 

（22 年度） ★ 

木質バイオマス実用化促進事業の実施 

バイオマス多段階利用実証試験の支援 

（17 年度） 

バイオマスタウ

ン*中核施設の設

置箇所数 

設置に向けた取組を進めます。 

（17 年度） 

10 箇所程度 

（22 年度） ★★ 

＊バイオマスタウン：バイオマスの利活用に関する先進的な取組を行うまちづくりの概念として｢バイオマス立県

ちば｣推進方針に位置付けているものです。 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 環境配慮活動は、県民一人だけでなく、仲間を作りネットワーク化した方が効果

的であり、継続性が出てきます。 

このため、資源循環型社会づくりに向けて主体的に取り組む県民等のネットワー

ク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 

437 件 

（17 年度） 
千の葉エコプロ

ジェクト＊  公

表数 

200 件 

（17 年度） 

1000 件 

（20 年度） 
★★★ 

＊ 千の葉エコプロジェクト 県民、ＮＰＯ、住民団体、事業者、行政等による環境配慮型の様々な取組を、そ

れぞれにひとつの「エコプロジェクト」（環境配慮事業）と見立て、所要の条件を満たすものを公募し、その全

体を千枚の葉に例えて総称し、公表するもの。 

 

＜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 

・資源循環型社会づくり協働推進事業（☆☆ 拡大） 

・「千の葉エコプロジェクト」推進事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 家庭も企業もそれを構成しているのは「人」であり、一人ひとりが「環境」を意

識する心を持つことが重要です。 

このため、自然の魅力の実感や環境に関する知識・理解を深めながら、環境に配

慮する意識の醸成を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
213 回・9,172 人 

（17 年度） 教育の森利用回

数・利用者数（単

年度） 

180 回・10,800 人 

（17 年度） 

200 回・12,000 人 

（20 年度） 
★★ 

16,841 人 

（17 年度） 環境学習体験者

数 
16,000 人以上 

（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 

・みどり環境の利活用の拡大（☆☆☆ 拡大） 

・フィールド・ミュージアムネットワーク事業（☆☆☆ 拡大） 

・総合的な環境学習の推進（☆☆☆ 現状維持） 
 

Ⅲ 産業活動に由来する環境負荷は極めて大きいものであるため、事業者の環境配慮
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型経営が不可欠となっています。 

このため、環境に配慮した事業活動の動機付けとなる情報提供や仕組みを通して、

環境配慮型の事業経営を促進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

131 社（362 名） 

（17 年度） 
環境経営セミナ

ー等への参加事

業者数 

100 社 

（17 年度） 
★★★ 

425 件 

（18 年 2 月末） ＩＳＯ１４００

１取得事業者数 

350 件 

（17 年度） 

650 件 

（24 年度） 
★★★ 

25,597 トン 

（17 年度） 溶融スラグ＊有

効利用量 

29,900 トン 

（17 年度） 
★ 

＊ 溶融スラグ ごみ焼却灰を高温で溶融した後に、冷却して固化したもの。重金属の溶出が抑えられるととも

に、高温で処理されるためダイオキシン類が分解されています。 

 

＜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 

・業界団体との協働による環境経営の促進（☆☆☆ 現状維持） 

・溶融スラグの利用促進（☆☆ 現状維持） 

・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・浄水場発生土の有効利用（☆☆☆ 拡大） 

・環境マネジメントシステム推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・建設副産物対策事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 民間の事業展開力を活かしながら、県内の環境負荷低減に資する環境産業の立地

を促進し、地域としての効率的なリサイクル機能を高めていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

1 施設 

（17 年度） 
エコタウンプラ

ン＊の中核的施

設の稼動数 

1 施設 

（17 年度） 

2 施設 

（18 年度） 
★★★ 

＊ エコタウンプラン：新技術の活用により廃棄物等のリサイクルを推進するために都道府県等が作成する環境

調和型まちづくり構想の一般名称。一定の要件を満たし、国の承認を得た場合は、国の補助制度の活用が可能

となります。 
 

＜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 
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・エコタウンプランを活用したリサイクル拠点の整備促進（☆☆☆ 縮小） 

・公的関与による廃棄物の適正処理・有効利用推進事業（☆☆ 拡大） 

 

Ⅴ 各地域で大量に発生するバイオマスや、地域分散的に生ずる風力エネルギー、太

陽光エネルギーなど、分散的資源の有効活用を進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
1,237ｍ３ 

（試験稼動） 

（17 年度） 

木質バイオマス
のリサイクルに
向けた炭化処理
量 
（高性能炭化炉
による炭化） 

2,300ｍ３ 

（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 

・バイオマス利活用推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・農林水産業バイオマス利活用の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・食品リサイクルの推進（☆☆☆ 現状維持） 

・農林業未利用資源リサイクル研究推進事業（☆☆☆ 拡大） 

・新エネルギー産業の振興（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ ネットワークの形成 
  資源循環型社会づくりを進めるには、県民等のネットワーク化による取組が効果

的です。このため、県民、事業者、市町村等の参画による「資源循環型社会づくり

推進会議」の開催や、ごみを出さない、出させないライフスタイルを実践するため

の「３Ｒ推進事業」、マイバッグ普及事業、例年実施している「ごみゼロ運動」等

の啓発的取組を市町村や県民と連携を図りながら実施しました。 
また「千の葉エコプロジェクト」推進事業により４３７件の県内事例を登録・公

表し、環境配慮活動に取り組もうとする個人・団体等にとっての参考情報になると

ともに、連携先探しに資する情報を提供することができました。その結果、環境に

配慮したライフスタイルへの実践的な取組や意識の高まりに貢献できたとともに

「協働の輪」の拡大を図ることができました。 
  ・３Ｒ推進事業：リーフレット（３万枚）の作成・広報、ラジオによる広報 
  ・マイバッグ普及モデル事業：県民モニター１５４０人・８１店舗 
  ・ごみゼロ運動：参加者６４１千人 
          ごみ収集総量１２１５トン、空き缶収集量１８９トン、 

再資源化量１８５トン 
Ⅱ 環境に配慮する意識の醸成 
  首都圏にあって今なお残されている貴重な自然環境は、生活行動を資源循環型の
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ライフスタイルに向かわしめる動機付けとしても極めて重要なものです。そのため、

個人が所有する森を認定した「教育の森」や「県民の森」を利用しての森林環境教

育や体験活動、また一般県民や児童生徒を対象とした環境講座等、自然を通した各

種環境学習を開催し、県民の人と自然との関わりの重要性に対する理解と、環境保

全に取り組む意識を高めることができました。 
  また、房総丘陵を舞台として山の自然や文化の価値についての情報を発信したこ

とは、都市の人を房総丘陵へ招き寄せる結果を生むのみならず、地元の人たちにと

っても自分たちの住む地域の価値を再発見することになりました。 
Ⅲ 環境配慮型の事業経営の促進 
  産業面からの資源循環型社会づくりは、事業者により生産から廃棄に至るまでの

すべての段階で、環境に配慮した取組が行われる必要があります。 
  このため、環境マネジメントシステムの運用や浄水場発生土・溶融スラグの有効

利用などにより県自らが率先して環境配慮型活動を行うとともに、農村環境の保全

と資源の有効利用を図る園芸用廃プラスチック処理対策事業、環境経営セミナー等

の開催により、環境負荷を軽減させる事業経営の促進を図りました。 
・環境経営セミナー参加事業者数：１３１社・３６２名 

 ・園芸用廃プラスチックセンター処理量 ３，３２９トン 
 ・浄水場発生土再資源化量 ３８，３８７トン（再資源化率９３％）   
・ＩＳＯ１４００１取得事業者数 ４２５件 

Ⅳ 環境産業の立地促進と地域としてのリサイクル機能の向上 
  資源循環型社会づくりをハード面から支えていくため、先駆的なリサイクル施設

を整備する「エコタウンプラン」を推進しました。その結果、今まで埋立処分する

しかなかった廃棄物のリサイクル化が図られ、廃棄物の削減が促進されました 
Ⅴ 分散的資源の有効活用 
  バイオマスタウン中核施設の設置に向けた取組みでは、山田町（現香取市）にお

ける家畜糞尿等を活用した国のバイオマス他段階利用実証試験の支援を行い、施設

は１７年１１月に開所しました。また木質バイオマス実用化促進事業として、高温

焼成炭化処理による高度利用に着目した性能分析や用途開発の検討を行いました。 
  さらに風力エネルギーや太陽光エネルギーなどの新エネルギーは環境への負荷

が少なく、今後の成長が見込まれる新たな産業分野として強く期待されており、新

エネルギー産業の振興を図るため、現状を分析調査し、産業集積促進に向けたプラ

ンの策定に取り組むとともに、市町村や事業者への普及啓発事業に努めました。 

 

○残された課題 

Ⅰ ネットワークの形成 
  循環型社会づくりを進めていく上で、すべての県民、事業者、行政等の主体が当

事者であることの共通認識づくりを一層進めるとともに、協働の輪を広げていく必

要があります。 
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  千の葉エコプロジェクト事業についても、循環型社会づくりの取組の拡大を図る

上で有効なことから、さらに事例を増やしていくことが必要です。 
Ⅱ 環境に配慮する意識の醸成 
  県民の共通の財産である豊かな自然を対象とした環境学習は、豊かな森や海を守

り育てるとともに、環境配慮型の生活様式への転換を進めるためにも有効であり、

今後、新たな活動拠点づくりや人のネットワークづくりによる一層の事業拡大が求

められます。 
  また、県民や教員を対象とした実践に繋がる環境学習や指導者養成講座等も積極

的に開催しているものの、修了生が指導者として活動できる場が少ないことが課題

となっています。 
Ⅲ 環境配慮型の事業経営の促進 
  産業活動に由来する環境負荷は極めて大きいものの、環境経営に関する事業者サ

イドの認識は未だ十分とはいえないため、さらにその啓発を図っていく必要があり

ます。 
  また、建設現場からの発生土や廃棄物、農業活動に伴う廃プラスチック等の不法

投棄を防止し、有効利用を図る取組も推進する必要があります。 
Ⅳ 環境産業の立地促進と地域としてのリサイクル機能の向上 
  エコタウン施設整備に係る国庫補助制度が平成１７年度をもって廃止されるこ

ととなりましたが、循環型社会づくりを産業面から支えていく上で、エコタウンプ

ランの推進は必要です。また本事業によって設置された先進的リサイクル施設によ

るリサイクル促進効果を地域に波及させていく必要があります。 
Ⅴ 分散的資源の有効活用 
  バイオマス資源の利活用については、利用資源が広く薄く存在するという特性が

あり、収集運搬に係るコストがかさみ、結果として製品価格が高くなり、未利用資

源の利活用が進みにくいという課題を抱えています。またバイオマスを持続的に利

活用していくためには、県内各地で行われている個々の取組を、地域の中でバイオ

マスを他段階に有効活用するバイオマスタウンへの取組へと発展させる必要があ

ります。 
  また風力エネルギーや太陽光エネルギーなどの分散的資源を活用した新エネル

ギー産業の振興を図るため、その集積促進に向けた取組が必要です。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ ネットワークの形成 
  循環型社会づくりの指針ともなる「千葉県資源循環型社会づくり計画」を改定し、

広く公表、取組への課題や方向性を示しながら共通認識づくりを進めます。 
  また、環境に配慮した活動に積極的に取り組む人々や団体等と協働し、３Ｒ推進

事業やごみゼロ運動の啓発的取組とネットワークづくりを進めていきます。 
  千の葉エコプロジェクト事業においては、市町村事例に比べて民間事例が少ない
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ことから、普及に当たっては媒体やＮＰＯ団体等の協力を得ながら民間事例の拡大

を図ります。 
Ⅱ 環境に配慮する意識の醸成 
  森林の活用推進のため、成功事例を踏まえた重点地区を定め、市町村やＮＰＯ等

の参加による森林整備と一体となった魅力ある活用手法を検討します。県民の森に

おいても、新たな管理者と連携しつつ、各県民の森ごとに特色ある事業を展開して

いくこととします。 
  また「房総の山フィールド・ミュージアム」事業においてもその活動範囲を拡大

するため、自然観察路の実施場所を増やし、新たな拠点づくりのために、既存の県

有施設等の活用を図るとともに、多様な関係者の情報交換と協働を目的に連絡会議

を設け、ネットワークづくりを推進します。 
  一方、環境学習の指導者としては、県が開講する講座にスタッフとして参画して

もらうとともに、市町村に対しても積極的な活用を働きかけていきます。 
Ⅲ 環境配慮型の事業経営の促進 
  環境経営が当事者にとって新たなビジネスチャンスとなり得るものであり、環境

面での経営リスクの低減に資するものであることを、環境経営セミナーやエコアク

ション２１普及セミナー等の啓発事業を通じ、業界団体と連携を図りながら広く示

していきます。 
  また建設発生土や建設廃棄物の不適正処理を防止するため、首都圏全体の問題と

して捉え、広域的な埋め立ての防止策や建設発生土の流れを管理するシステムにつ

いて研究・検討を進めます。廃プラスチックについても再生処理における事業者負

担が軽減できるよう、経費の一部について行政等が負担します。 
Ⅳ 環境産業の立地促進と地域としてのリサイクル機能の向上 
  エコタウン施設整備に係る国の補助制度が廃止されたことから、県単独の補助制

度の創設や他の補助制度の活用等の支援措置について検討を進めるとともに、新規

リサイクル技術の公募性や応募された事業に対する技術面及び経済面等における

評価制度の創設等についても検討を行います。 
  また、リサイクル機能の波及のため、業者間の連携促進を図るとともに、中核的

リサイクル施設を環境教育の場としても活用できる仕組みづくりを検討します。 
Ⅴ 分散的資源の有効活用 
  県内各地域で芽生えつつある地域特性を生かしたバイオマスタウン構築に向け

た動きを拡大するため、市町村や民間企業等への支援を継続して行うとともに、バ

イオマスの利活用に関する普及啓発を図るため、農林水産業バイオマス利活用推進

連絡会議を開催します。 
また新エネルギー産業の集積促進に向けたプランを、関係者との調整を図り、で

きる限り早く取りまとめる予定です。 
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施策の主務課 環境生活部 資源循環推進課  電話 ２７５８ 

関 係 課 環境政策課、産業廃棄物課、経済政策課、農林水産政策課、 

安全農業推進課、畜産課、農業改良課、生産振興課、林務課、

みどり推進課、漁業資源課、技術管理課、（教）文化財課、 

（企）施設維持課、（水）浄水課 
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施策名 

  施策２０ 産業廃棄物の適正処理対策 

施策の目的 

持続的発展が可能な社会経済システムを構築し、人と自然が共生できる「ふるさ

と千葉」を築いていくためには､廃棄物の不適正処理の根絶や､廃棄物の発生抑制､

減量化・再資源化を強力に推進していくことが必要です。 

そうした中、全国で不法投棄される産業廃棄物の１／３は本県に捨てられている

ことから、不法投棄の根絶に向け、行政・警察・市町村・地域住民が協力して、よ

り強固な監視指導体制をつくり、「不法投棄等をしない・させない・許さない」県民

意識の高揚と県民総ぐるみの運動を展開し､不法投棄ゼロの県土を築きます。さら

に、不法投棄等が行われた箇所については、環境汚染を防止するため、廃棄物の撤

去、汚染防止措置等を行います。 

特に、毒性が強く、環境に多大な悪影響を与える硫酸ピッチの生成・投棄を廃絶

するため、市町村・周辺都県とも連携して監視体制を強化し、硫酸ピッチ生成の禁

止について国に強く働きかけます。 

施策の実施状況（総括） 

産業廃棄物について、不適正処理の防止及び適正処理の指導が順調に進んでいま

す。 
その理由として、前年に比べて「不法投棄量」が減少するとともに、県内の「産

業廃棄物排出量」が減少し、「産業廃棄物の再資源化率」が上がり、「産業廃棄物の

最終処分量」が減少していることが挙げられます。 

《 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 

9,275 ﾄﾝ 

（16 年度） 

＊17 年度の数値は、18 年度に判明しま

す。 

不法投棄量 

（投棄量 10 ﾄﾝ以

上の不法投棄箇

所） 

前年度より減少させます。 

（17 年度） 

－ 

2,450 万ﾄﾝ 

（16 年度） 

＊17 年度の数値は、18 年度に判明しま

す。 

産業廃棄物排出

量 

減少させます。 

（17 年度） 

－ 
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61.8％ 

（16 年度） 

＊17 年度の数値は、18 年度に判明しま

す。 

産業廃棄物の再

資源化率 

53.5％ 

（17 年度） 

－ 

676 千ﾄﾝ 

（16 年度） 

＊17 年度の数値は、18 年度に判明しま

す。 

産業廃棄物の最

終処分量 

781 千ﾄﾝ 

（17 年度） 

－ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 《ストップ・ザ・不適正処理》に向け､県民総ぐるみの産業廃棄物不適正処理防

止「ＳＳＹ」運動を展開し、不法投棄等をしない（Ｓ）、させない（Ｓ）、許さない

（Ｙ）、強い『環境力』を築きます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

13 回 

（17 年度） 
廃棄物の適正処

理対策地区連絡

会議の開催回数 

10 回 

（17 年度） 
★★★ 

672 人 262 件 

（17 年度） 
不法投棄等防止

強調月間中の監

視 指 導 参 加 人

数･監視指導件

数 

600 人 350 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 

・廃棄物条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対する監視指導の強化 

（☆☆☆ 現状維持） 

・産業廃棄物不法投棄防止対策事業（☆☆☆ 現状維持） 

・廃棄物不法投棄事犯等に対する取締りの強化 

・土石砂利採取場への産業廃棄物等の不法投棄防止対策（☆☆☆ 現状維持） 

・廃棄物の適正処理対策地区連絡会議の開催による､関係機関等との協働取組の強

化・各種県民団体等との連携強化（☆☆ 拡大） 

・森林所有者等に対する各種啓発事業による県民の自主的取組の促進及び地域別シン

ポジウムの開催（☆ 現状維持） 

・「千の葉エコプロジェクト」推進事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 排出事業者や産業廃棄物処理業者への適正処理の指導を強化し、再資源化の推進

を図るとともに、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止します。 
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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 

987 事業所 

（17 年度） 
排出事業者に対

する立入検査実

施事業所数 

350 事業所 

（17 年度） 
★★★ 

30.9％ 

（17 年度） 

排出事業者に対

する立入検査結

果（文書指導の

割合） 

20％以内 

（17 年度） 
★★ 

1,166 人 

（17 年度） 処理業者セミナ

ー参加者数 
1,100 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 

・産業廃棄物排出事業者適正処理指導事業（☆☆☆ 拡大） 

・産業廃棄物処理業者指導事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 不法投棄等の不適正処理により、地下水・河川の汚染、悪臭、火災発生が懸念さ

れることから、廃棄物の撤去、汚染防止措置、崩落防止措置等により、生活環境上

の支障の除去を行い、負の遺産による環境への負荷を低減します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

除去箇所 5 ヶ所 

（17 年度） 
効率･効果的な

支障除去事業の

実施 

不適正処理箇所に対応した効率・

効果的な支障除去事業の実施 

（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 

・産業廃棄物不適正処理箇所支障除去事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 毒性が強く、環境に多大な悪影響を与える硫酸ピッチの生成・投棄を廃絶し、新

たな不法投棄ゼロを目指します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

8 ヶ所 

（17 年度） 硫酸ピッチの不

法投棄箇所 
新たな不法投棄をなくします。 

（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 

・硫酸ピッチの生成、投棄の廃絶（☆☆☆ 現状維持） 
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○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・不適正処理の未然防止のための監視指導 

  産業廃棄物の不法投棄は夜間・早朝の人目の付きにくい時間帯に多く行われるこ

とから、産業廃棄物課のグリーン･アクション･チームによる夜間･休日を含む監視

パトロールの実施と、これを補完するため､民間警備会社への監視パトロールの一

部委託により､24 時間 365 日の監視活動を実施しました。 

  また、不適正処理は県内各地域で行われていることから､市町村との連携強化が

必要であり､市町村職員（６３市町村３８９名）への立入検査証の交付や､市町村が

行う不法投棄等防止対策事業に対して補助を行うなどを行った結果､不法投棄量は

年々減少してきています。 

・不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 

不適正処理の防止を図るためには、法や条例の厳格な執行により、悪質な事業者

に対する監視指導の強化が必要です。平成 17 年度には､産業廃棄物課の監視指導室

に行政処分担当を設置し、指導体制の強化を図ったことにより、産業廃棄物収集運

搬業者の許可取消し２６件、施設設置の許可取消し２件、廃棄物処理法に基づく措

置命令２４件、廃棄物処理法違反に係る告発 ６件を行い、悪質な事業者及び行為

を排除することができました。 

Ⅱ 産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正処理の推進 

   産業廃棄物を多量に排出する２８１事業場に対して､事業所自らが多量排出事業

場処理計画を作成し、発生抑制、減量化・再資源化を推進するよう指導するととも

に､建設部局と連携して建設リサイクル法に係る排出事業者への立入指導等を行い

ました。また、産業廃棄物処理業者を対象に処理業者セミナーを 2回開催するとと

もに､関係団体を通した説明会の開催などを行いました。 

Ⅲ 不適正処理箇所の支障の除去 

  産業廃棄物の不適正処理箇所については、不適正処理行為者等に対して廃棄物の

撤去等を強く指導していますが、行為者が不明等の場合で行為者による廃棄物の撤

去等が見込めず、生活環境保全上の著しい支障が生じている５箇所について、県が

行為者に代わって支障除去事業を実施しました。 

  佐倉市坂戸地区（廃材チップ）、多古町喜多（硫酸ピッチ） その他３ヶ所 

 これにより、生活環境保全上の著しい支障の低減及び原状回復ができました。 

Ⅳ 硫酸ピッチの生成の防止 

  硫酸ピッチの生成の防止については、従来からの国への要望活動により地方税法

や廃棄物処理法の改正により規制が強化されましたが、生成自体を禁止していくた

め、県単独のほか八都県市首脳会議、関東地方知事会議、全国都道府県知事会議の

機会を利用して、国への要望を行いました。 

 

○残された課題 

Ⅰ・不適正処理の未然防止のための監視指導 
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行政における監視指導体制の強化や廃棄物条例の制定等により、大規模､組織的

な不法投棄や､法の網の目をすり抜ける不適正な自社処理を未然に防止することが

できるようになりましたが、小規模の､捨て逃げ型の不法投棄に対しては､行政のみ

の、いわゆる、点としての監視指導活動では限界があり､県民と一体となった､面と

しての監視指導活動が必要です。 
・不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 
不適正処理行為は、法に基づく適正処理についての理解が乏しい者による場合と

確信犯的に行われる場合があるので、的確な指導及び行政処分を行うことが必要で

す。 
・高度成長期に大量に建設された家屋や施設が更新時期を向かえ、大量に発生する

と予測される建設廃棄物については、適正処理が推進されるよう、事業者への指導

と不法投棄防止のための厳しい監視が必要となります。 
さらに、それらの産業廃棄物が本県に流入している県外産業廃棄物を一層増加さ

せる要因となる可能性があることから、県土の保全を確保していくための対策が必

要になってきます。 
Ⅱ 産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正処理の推進 

資源循環型社会づくりに向け、産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の発

生抑制、減量化･再資源化を図っていくためには、排出事業者への指導と産業廃棄

物処理の中核を担う産業廃棄物処理業者の育成が、排出事業者が安心して処理を委

託できる廃棄物処理体系の構築に向けて今後さらに求められてきます。 
なお、平成１７年度に策定予定だった廃棄物処理計画については、循環型社会づ

くりを念頭に再度見直すこととし、早期に策定する必要があります。 
Ⅲ 不適正処理箇所の支障の除去 
  不適正に処理され現場に残っている産業廃棄物については、行為者に撤去させる

よう指導に努めなければなりませんが、行為者が不明等の場合などの理由から撤去

が進まない場合に、不適正に保管された硫酸ピッチのように生活環境保全上著しい

支障があるときには、必要最小限の範囲で県が自ら支障除去を行うことが必要とな

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・不適正処理の未然防止のための監視指導 
廃棄物の不適正処理の根絶に向け、県・警察・市町村が一層の連携を図るととも

に、タウンミーティング等により、県民の理解と協力を求め、より厚みのある監視
指導活動を繰り広げることで､不適正処理をしない・させない・許さない県土を築
いていきます。 
また、硫酸ピッチの生成・投棄を根絶するため、引き続き、市町村・周辺都県に

対して監視体制の連携強化を呼びかけ、硫酸ピッチ生成の禁止についての法制化を
国に強く働きかけていきます。 
・不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 
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警察･市町村との緊密な連携の確保のほか、産廃･残土県民ダイヤルによる県民か

らの幅広い情報提供により、可能な限り実態の把握に努め、悪質な事業者に対する

指導･行政処分に取り組んでいきます。 
・今後、大量な発生が予想される建設廃棄物については、その発生から処分まで総

合的に管理する仕組みの構築について、八都県市と連携して検討・研究するととも

に必要な法改正について国に要望していきます。 
併せて、県外から流入する産業廃棄物について、現行の県外産業廃棄物適正処理

指導要綱の効果的な運用と新たな方策を検討していきます。また、その受け皿とな

っている処理施設についても、周辺住民が安心できる立地のあり方について検討し

ます。 
Ⅱ 産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正処理の推進 
  県民や事業者等との協働による資源循環型社会づくりを進めるため、県民の意見

を聞きながら「千葉県資源循環型社会づくり計画」と一体となった廃棄物処理計画

を策定します。 
また、産業廃棄物の排出事業者及び処理業者へは、立入検査など適正処理の指導

を強化するとともに、講習会等を開催し、法に基づく適正処理への理解を深め、排

出･処理の各段階での適正処理を確保することで、不適正処理を未然に防止してい

きます。 
特に処理業者指導としては、産業廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理業者に

対する意識の啓発を図り、法に基づく処理業者の評価制度を導入し、排出事業者が

安心して処理を委託できる廃棄物処理体系の構築を図っていきます。 
Ⅲ 不適正処理箇所の支障の除去 

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理行為者の把握と不適正処理行為者による

撤去を強く指導していくとともに、行為者が不明等の場合で生活環境保全上の著し

い支障が生じているときは、必要により市町村の協力も得ながら県が自ら支障除去

事業を実施します。 

 

施策の主務課 環境生活部 産業廃棄物課  電話 ２６５６ 

関 係 課 企画調整課、環境政策課、資源循環推進課、保安課、農地課、

林務課、技術管理課、警察本部 
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施策名 

  施策２１ 残土対策の推進 

施策の目的 

残土の適正な処理に向け、埋立て事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の

徹底、排出事業者に対する残土の有効活用の指導強化等を図るとともに、市町村他

関係機関との連携により、持続可能な県土づくりを推進します。 

施策の実施状況（総括） 

残土の適正な埋立の確保に向けて、概ね順調に進んでいます。 
その理由として、残土条例に基づき許可し、崩壊等の不適正な問題が生じた特定

事業場について、原状回復のための指導を適正に行い、指導中の２３ヶ所のうち９

ヶ所について改善させることにより、１７年度末現在では継続して指導中の事業場

は１４ヶ所になったことがあげられます。 

なお、廃棄物等が監視の目を逃れて混入され、特定事業場に埋め立てられないよ

う、さらなる監視指導の強化が必要となっています。 

《 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 

14 ヶ所 

（17 年度） 指導中の特定事

業場 
条例に基づき適正に指導します。

（17 年度） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 県行政・警察・市町村が一層の連携による、より強固な監視指導体制を構築し､

残土条例に基づく適正な埋立てを指導していきます。 
＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

48 回 

（17 年度） 定期検査の実施

回数 適正な検査を実施します。 

★★★ 

77 ヶ所 

（17 年度） 
特定事業場 
のＨＰ掲載箇所

数 

100 ヶ所 

（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 

・改正残土条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対する監視指導の強化 

（☆☆☆ 現状維持） 

・定期検査の強化（☆☆ 拡大） 

・特定事業場の情報公開（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 庁内及び市町村等関係機関と連携を図り、情報を共有化し、残土の適正処理を確

保します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

21 回 

（17 年度） 合同パトロール

の実施 
可能な限り多く実施します。 

（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 

・残土適正処理推進事業（☆☆ 拡大） 

・合同パトロールの実施（☆☆☆ 現状維持） 

・建設副産物対策事業（建設発生土）（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 県行政・警察・市町村が一層の連携により、無許可埋立てが行われないよう監視

指導を行い、許可後の事業場については、定期検査の実施とそれに基づく指導によ

り、汚染物質の混入を防止しました。一方、崩落の危険など埋立方法に問題が認め

られ、改善指導中だった２３ヶ所の事業場のうち９ヶ所について適正な埋立てに改

善させました。 
Ⅱ 埋立て事業の許可に当っては、残土条例に基づく的確な指導を行うとともに、砂

利採取法､森林法､農地法等の関係法令間の緊密な連携により、各法令に基づき、適

正な許可事務の執行に努めました。 
なお、平成１５年１０月から施行されている「改正残土条例」では、欠格要件や

土地所有者に対する措置命令を導入して規制の強化を行ったことにより、適正な埋

立が確保され、平成１７年度許可分においては文書勧告に至るような新たな問題は

生じていません。 

 

○残された課題 

Ⅰ 残土条例を厳格に適用するとともに、特定事業場へ廃棄物を混入した残土が持込

まれないように、引き続き埋立許可後の指導と監視が必要となっています。 
Ⅱ 県内において、多くの残土事業場が立地し、無秩序に埋立が進行していくことを

防止していくためには、残土の発生抑制と有効活用の推進、さらに県外で発生する
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残土の適切な流入抑制について、本県のみならず首都圏全体の問題として検討して

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：拡大 

Ⅰ 廃棄物等の混入を未然に防止していくため、埋立許可後に定期検査による適正な

指導を行うとともに、産業廃棄物監視体制を活用し、県の関係機関や市町村に連携

を働きかけ、監視指導活動の強化を図っていきます。 
Ⅱ 残土（建設発生土）等の流れを総合的に管理する仕組みの創設、そのシステムか

ら外れる無秩序な埋立て等の防止及び関連法の改正について、首都圏全体の問題と

して八都県市で検討し、国に要望していきます。 
 

施策の主務課 環境生活部 産業廃棄物課  電話 ２６５６ 

関 係 課 企画調整課、環境政策課、資源循環推進課、保安課、農地課、

林務課、技術管理課、警察本部 
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施策名 

  施策２２ 三番瀬の自然環境の再生 

施策の目的 

三番瀬は、アサリ、カニ、カレイ、ノリなど多様な生物を育み、水質浄化の機能

を有し、江戸前の豊かな漁場としての古い歴史をもち、水鳥類の中継地として重要

な位置を占めるなど、千葉県にとって貴重な東京湾の奥部に残された干潟・浅海域

です。 
その埋立計画については、人々の考え方の、開発と保全の構図から自然と共生の

実現へという変化を受け、県民の意見を聞き、中止してその保全・再生を図ること

としました。そして、徹底した情報公開と住民参加により行う政策提言型の｢千葉モ

デル｣方式による検討が三番瀬再生計画検討会議（円卓会議）においてなされ、再生

計画案が知事に提出されました。 
県では、円卓会議の後継的性格をもつ三番瀬再生会議を設置し、この再生計画案

をもとに、「生物多様性の回復」、「海と陸との連続性の回復」、｢環境の持続性及

び回復力の確保｣、「漁場の生産力の回復」、「人と自然とのふれあいの確保」とい

う５つの目標を柱とする再生計画の策定を進めているところです。 
この再生計画に基づき、円卓会議の精神を生かしながら、県民、地元住民、漁業

関係者、NPO、専門家、国、地元市等の多様な主体と連携･協働して再生事業に取組

み、自然環境の保全と地域住民が親しめる海の再生を目指すこととしております。

施策の実施状況（総括） 

三番瀬の自然環境の再生の実現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。 

県の取組みについては、三番再生会議の開催やパブリックコメントの実施などに

より、三番瀬再生計画（基本計画及び事業計画）の策定作業を進め、基本計画（案）

と事業計画（素案）を作成しましたが、今後、計画を確定させる必要があります。

なお、三番瀬の再生については、息の長い取組みが必要であり、県民、地域住民、

漁業関係者、NPO、専門家、国、地元市等との連携や協働が重要であるため、それぞ

れの主体の取組みが目標達成に影響します。 

《 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 

生物多様性を回復するため、現況の把握

に必要な三番瀬に生息する生物の継続

的な調査を実施しました。 

（17 年度） 

生物多様性の回

復 

戦後の埋め立てや都市化以前の多

様な環境が回復され､ハマグリ､ア

オギス､シラウオ等の失われた生

物が戻り､多様な水鳥類が安定し

て飛来できる三番瀬 
－ 
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市川市塩浜の直立護岸の改修に着手し

ました。 

（17 年度） 
海と陸との連続

性の回復 

干潟、後背湿地､水の流れの再生や

海と陸との自然な連続性が確保さ

れた護岸の整備がなされた三番瀬
－ 

公共下水道の整備促進、流域下水道の整

備及び合併処理浄化槽の整備を継続し

て実施しました。 

（17 年度） 

環境の持続性及

び回復力の確保 

東京湾の水質が改善され､青潮の

心配のなくなった三番瀬 

－ 

漁場再生手法の策定に向けた検討会を

開催しました。 

（17 年度） 
漁場の生産力の

回復 

1960 年代の多くの種類の魚介類を

漁獲する多様な漁業の復活した三

番瀬 
－ 

環境学習･教育施設の検討及び三番瀬に

関する情報発信等を行いました。 

（17 年度） 
人と自然とのふ

れあいの確保 

親水性が向上し､海を活かした街

づくりやふれあいを進める仕組み

づくりがなされた三番瀬 
－ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 三番瀬再生事業を適切に推進していくために、三番瀬再生会議を開催し、三番瀬

再生計画（基本計画及び事業計画）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 
基本計画については、三番瀬再生会議か

らの答申を踏まえた計画案を作成し、パ

ブリックコメントを実施しました。事業

計画素案については、同会議に諮問しま

した。 

（17 年度） 

三番瀬再生計画

（基本計画・事

業計画）の策定 

策定 
（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 

・三番瀬再生計画策定事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 生物多様性を回復するため、現況の把握に必要な三番瀬に生息する生物の継続的

な調査を実施します。また、砂浜、干潟、藻場、洲*や澪*、汽水域*など、様々な環

境の多様性の回復を検討していきます。 
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＊｢洲｣：水流に運ばれた土砂が堆積して、河川・海等の水面上に現れた所。 

＊｢澪｣：河川・海の中で、船の通行に適する底深い水路。 

＊｢汽水域｣：河川等からの淡水と海水が混じった水の区域。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
シギ・チドリ採餌状況調査及びスズガモ

生息状況調査を実施しました。 

（17 年度） 
三番瀬の自然環

境の把握 
２項目の調査の実施 

（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 

・三番瀬自然環境調査事業（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 海と陸との連続性を回復するため、その連続性に配慮した市川市塩浜の直立護岸

の改修とともに河川からの淡水や土砂の供給、内陸性湿地等を通じた海水交換や淡

水供給等による干出域*の拡大や汽水域の再生を検討していきます。 
＊｢干出域｣：干潮時に海底が水の上に出る場所。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
検討会を 7 回開催しました。一部区間

（100ｍ）については改修に着手しまし

た。 

（17 年度） 

市川市塩浜護岸

の改修延長 

検討会の開催 

（17 年度） 

1,700ｍ 

（未 定） ★★★ 

検討会を 2回開催し、今後の整備に向け

た調査内容等の検討を行いました。 

（17 年度） 
行徳湿地内施設

整備 

検討会の開催 

（17 年度） 

施設整備完成 

（未定） ★★ 

＜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 

・市川市塩浜護岸改修事業（☆☆☆ 現状維持） 

・行徳湿地再整備事業（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 環境の持続性及び回復力を確保するため、環境の推移の把握に必要な三番瀬の自

然環境に関する調査結果の蓄積を進めるとともに、青潮に対する対策を検討し、三

番瀬等への流入河川の水質改善を進めていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

作成しました。 
（17 年度） 

継続的な観測･

記録のためのマ

ニュアルの作成 

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 

・下水道等の汚水処理施設の整備促進（三番瀬関連）（☆☆☆ 拡大） 

・データベース作成・広報事業（☆☆☆ 縮小） 

・継続的な観察・記録調査の方法、指標作りの検討事業（☆☆☆ 休止・廃止） 

 

Ⅴ 漁業の維持･発展や漁場の生産力の回復を図るため、市川漁港の整備に向けた協

力や漁場の再生に向けた具体的手法の検討を行っていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
検討委員会を 4回開催し、具体的な事業

計画を検討しました。また、漁場再生調

査（アオサ、アサリ、藻場造成）を実施

しました。 

（17 年度） 

三番瀬漁場再生

手法の策定 

検討委員会の開催 

調査結果の取りまとめ 

（17 年度） 

漁場再生手法の策定 

（18 年度） ★★★ 

関係機関で勉強会を 4回開催し、現状の

問題点や漁業者の要望をとりまとめま

した。 

（17 年度） 
漁港計画の策定 

協議・調整の実施 

（17 年度） 

漁港計画の策定 

（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 

・三番瀬の漁場再生の推進（☆☆☆ 拡大） 

・市川漁港の整備（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅵ 人と自然とのふれあいを確保するための仕組みづくりとして、環境学習･教育施

設の検討、三番瀬に関する情報発信等を行っていきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

36,586 件 

（17 年度） 

県庁ホームペー

ジ（三番瀬コー

ナー）の年間ア

クセス件数 

33,000 件 

（17 年度） 
★★★ 

7,915 人 

（17 年度） 
三番瀬サテライ

トオフィスの年

間訪問者数 

6,500 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 

・三番瀬再生計画に係る環境学習検討事業（☆☆ 現状維持） 

・自然環境合同調査実施事業（☆☆☆ 現状維持） 

・三番瀬の情報発信事業（☆☆☆ 現状維持） 
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○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 三番瀬再生計画のうち、三番瀬の再生に向けた理念や方針等を整理した基本計画

については、三番瀬再生会議に諮問し、その答申を受けて案としてとりまとめ、パ

ブリックコメントを実施しました。また、三番瀬の再生に向けて今後５年間に取り

組む事業を整理した事業計画については、素案を同会議に諮問しました。このうち、

安全を確保するうえで緊急を要する市川市塩浜護岸改修事業については、他の事業

に先行して事業計画を確定し、工事に着手しました。 

Ⅱ 自然環境調査事業については、シギ・チドリ類の採餌状況調査及びスズガモ生息

状況調査を実施しました。シギ・チドリ類の採餌状況については２２種が確認され、

個体数、行動、確認範囲の調査結果を得ることができました。また、スズガモの生

息状況については、１日平均約５万３千羽のスズガモが確認されました。 

Ⅲ 市川市塩浜護岸改修事業については、護岸検討委員会での検討結果を踏まえ、生

態系にも配慮した高潮防護の護岸改修に一部着手することができました。行徳湿地

の再生については、施設整備に向けた調査を進めるとともに、整備内容に係る検討

会を開催し、次の調査課題を明らかにしました。 

Ⅳ 自然環境に関する調査結果の蓄積については、アサリ資源量調査、海岸高潮対策

委託環境基礎調査、東京湾の水質浄化に関する基礎調査の結果をデータベースに追

加するとともに三番瀬自然環境モニタリングマニュアルを作成しました。 

また、流入河川の水質改善については、江戸川左岸流域下水道の整備推進、流域

関連公共下水道の継続的な整備促進により、下水道普及率は、中間概算値 約

68.2％（17 年度）（確定値は 8月頃）となりました。また、下水道区域以外の地域

の生活排水対策及び閉鎖性水域の富栄養化防止対策のため、合併処理浄化槽（高度

処理型を含む）の計画的な整備、単独処理浄化槽からの転換等を推進しました。 

Ⅴ 三番瀬の漁場再生の推進については、『三番瀬漁場再生検討委員会』へ三番瀬の

漁場再生の目標を諮問・決定し、再生に向けた事業の展開方法等、具体的な事業計

画を検討しました。三番瀬漁場再生調査事業については、アオサ調査、アサリ調査

及び藻場造成調査を実施しました。また、市川漁港の整備については、勉強会での

検討や漁業者へのアンケートの実施を通じて、現状の問題点や漁業者の要望をとり

まとめました。 

Ⅵ 環境学習・教育施設の検討については、学識経験者、地元住民・ＮＰＯ、教育関

係者等で構成する三番瀬環境学習施設等検討委員会を設置し、検討委員会を開催の

うえ環境学習に関する検討事項や今後の検討手順等について協議を行いました。ま

た、自然環境合同調査を秋・春の２回実施し、季節変化を捉えたデータを収集でき

ました。 

また、情報発信については、三番瀬に関する情報を提供する県ホームページの充

実及び三番瀬サテライトオフィスの運営を実施するとともに、ＮＰＯとの協働によ

り「三番瀬フェスタ２００５」を開催し、多数の参加者を得るなど、県民の三番瀬

に対する理解と関心を深めました。 
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○残された課題 

Ⅰ 三番瀬再生計画については、三番瀬再生会議やパブリックコメントの意見、県議

会での議論を踏まえて基本計画及び事業計画を確定し、再生事業への取り組みにつ

なげる必要があります。また、現在のところ、三番瀬再生会議に漁業関係者の参画

が得られていないことから、参加を求めていく必要があります。 
Ⅱ 自然環境調査事業については、今後再生のための事業が実施されるときに速やか

に影響予測を行えるようにするとともに、三番瀬の自然環境の保全にとって重大な

変化があった場合に、早急にこれを把握し対策がとれるようにしなければなりませ

ん。 
Ⅲ 塩浜護岸の改修事業については、残された区間の整備を、モニタリング調査結果

等を基にした護岸構造の評価及び再検討による「順応的管理」により進める必要が

あります。また、海水交換・淡水導入促進施設の整備や貧酸素水域の解消のための

深みの埋め戻し等の湿地整備に向け、各施設の具体的内容を決定するための調査・

検討をさらに進める必要があります。 
Ⅳ 三番瀬の自然環境に係る従前及び今後の調査結果については、情報の効率的な活

用を図るため、引き続きデータベースとして蓄積する必要があります。 

下水道整備については、次年度以降も、適正かつ効率的な事業費を確保する必要

があります。また、浄化槽の整備については、設置基数全体の７４％を占めている

単独処理浄化槽の、合併処理浄化槽への転換を促進する必要があります。 

Ⅴ 三番瀬の漁場再生検討事業に当たっては、漁業技術による対応や流れづくりなど

の漁場環境の改善に関する長期的な取り組みが必要です。漁場再生調査事業の推進

に当たっては、①アオサ調査では、発生したアオサを効率的に回収し、処理する方

法を早急に確立する必要があります。②アサリ調査では、資源を増大させるため、

早急な資源の維持・増大策を実行するとともに、冬季の波浪抑制技術を導入した具

体的事業の展開が必要です。③藻場造成調査では、現試験区では越夏は困難と推定

されますが、一部生育適地もあるので、漁業者等と連携した藻場造成を行う必要が

あります。 

Ⅵ 環境学習については、地元市やＮＰＯとの提携によって実施していく必要性が大

きいことから、県が主体となって取り組む事業と併せて地元市やＮＰＯとの連携に

ついても検討していくことが必要です。 

  また、三番瀬に関する情報発信については、県民の三番瀬に対する関心・理解を

深め､県民参加による三番瀬の自然再生の円滑な推進を図るため、継続的に行う必

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 三番瀬再生計画については、幅広く意見をいただきながら速やかに計画を確定し、

三番瀬の再生に向けた事業に一歩ずつ取り組んでいきます。また、三番瀬の再生に
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は漁業者の経験的知見が必要なことから、引き続き、三番瀬再生会議への漁業関係

者の参加を呼びかけていきます。 
Ⅱ 自然環境調査事業については、三番瀬の自然環境を把握するため、今後も中長期

的に生物、環境条件等の調査を行います。 
Ⅲ 塩浜護岸の改修事業については、モニタリング調査結果や近隣海域での護岸構造

に関する生物調査の紹介などを行いつつ、護岸検討委員会による当該現地調査を実

施し、関係者の理解を得ながら合意形成をし、護岸の整備を進めていきます。また、

行徳湿地の再生については、引き続き、湿地環境の悪化防止・改善のための維持管

理等を行いつつ、湿地内施設整備に向けた調査設計及びその結果を踏まえた検討を

進めます。 
Ⅳ 三番瀬の自然環境に係る従前及び今後の調査結果については、引き続きデータベ

ースとして蓄積します。 

  下水道整備促進については、流域関連公共下水道整備との連携を図りながら、限

られた財源の中でも効率的かつ効果的な下水道施設整備を進めていきます。また、

浄化槽整備については、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換するため、平成１

８年度からは、国も単独処理浄化槽撤去費用を助成対象化したため、国、県、市町

村が協調し、より一層の転換促進を図ります。 

Ⅴ 漁場再生については、引き続き『三番瀬漁場再生検討委員会』での検討を踏まえ

ながら、効果的な三番瀬の漁場再生につながる事業に取り組みます。 

①アオサ調査では、自走式潜水吸引トラクターによる回収の実用化と処理方法の

検討を進めます。②アサリ調査では、浮遊幼生や稚貝発生量の把握と適地に移植す

るために稚貝採取機の開発を進めるとともに、冬季の波浪抑制技術の導入の具体的

な事業展開を目指します。③藻場造成調査では、漁業者と連携した藻場づくりに取

り組むほか、藻場の機能について評価検証を行います。 

Ⅵ 環境学習事業の実施に当たっては、検討委員会での意見等を踏まえて、県と地元

市の役割分担について協議の場を設け相互理解に努めます。ＮＰＯについては、検

討委員会において活動内容や要望等を把握し、連携方策を検討していきます。 

また、情報発信については、県庁ＨＰ三番瀬コーナーのアクセス数を増加させる

ため、創意工夫を凝らしたページの更新に努めます。サテライトオフィスの運営・

企画及び三番瀬フェスタの開催については、引き続き NPO に委託し、県民の三番瀬

に対する関心を深めます。 

 

施策の主務課 総合企画部 企画調整課  電話 ２４３９ 

関 係 課 環境政策課、水質保全課、自然保護課、水産課、漁業資源課、

漁港課、河川計画課、河川環境課、下水道課 
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施策名 

  施策２３ 森林の保全と総合利用 

施策の目的 

森林の持つ水源のかん養、災害の防止、生活環境の保全、二酸化炭素の吸収源、
森林浴や野外レクリエーションの場、木材生産など多面的な役割に着目し、林業・
木材産業の活性化はもとより、ＮＰＯ、関係団体等の幅広い県民の主体的参加を得
ながら、循環型社会の実現に向けて、多彩で活力あるちばの森林づくりを推進しま
す。 
 また、森林の再生を図るには森林から生産される木材の利用促進が重要であるこ
とから、県産木材の需要拡大や木質バイオマスの利活用を促進します。 
更に、森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用し

て、幅広い分野で森林の活用を進め、県民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸

成し、森の効用を享受できる環境を整備します。 

施策の実施状況（総括） 

健全で活力のある森林づくりに向けて、森林の保全及び総合利用推進施策を適切

に実行しました。 

県の取組みとしては、継続的な森づくりを進めるために森林所有者の森林施業計

画の新たな認定支援施策を実施し、認定面積の累計目標 5,400 ヘクタールに対して

6,503 ヘクタールを達成しました。 

認定面積は全国的には下位 5府県に入る極めて低い数値ですが、森林所有形態が

特に零細で分散している本県においては、一層の努力や工夫により実績を積上げて

いくことが大切です。 

また、県独自の里山保全条例による里山保全協定締結の支援を進め、年間の目標

件数 28 件に対して 132％の 37 件が締結されました。更に、官民一体となって県産

木材の利用推進を進めた結果、県産木材の利用量が増加し、目標値 85,000 立方メー

トルを 2,000 立方メートル上回る 87,000 立方メートルとなるなど、それぞれ目標値

を上回る成果があり施策の効果が顕著となっています。 

その理由として、改正森林法や県独自の条例制定のもとで、森林をとりまく県の

地域的な課題に焦点をあてたサンブスギの再生事業や県産木材の消費拡大施策の展

開、県民のニーズに応える里山保全施策など、県民が森に親しむ県民参加の森づく

りを推進してきたことが挙げられます。 

１７年度は全体として施策展開の効果が顕著にあらわれましたが、森林所有者の

森林整備に対する意欲については、総じて低下傾向は変わらず、森林づくりの推進

のため、より一層の支援施策の強化と併せて長期にわたる継続的な施策の展開が必

要です。 
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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 

6,503 ﾍｸﾀｰﾙ 

(17 年度) 

森林所有者が立
てる森づくり計
画（森林施業計
画）の認定面積
（累計） 
（将来にわたって計

画的で継続的な森づ

くりがされると県や

市町村が認定した森

林） 

5,400 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17 年度） 

10,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

（21 年度） 
★★★ 

55 件 

(17 年度) 里山保全協定の

締結（累計） 

50 件 

（17 年度） 

100 件 

（20 年度） 
★★★ 

87 千立方メートル 

(17 年度) 県産木材の利用

量 

85 千立方メートル 

（17 年度） 

115 千立方メートル 

（24 年度） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 木材を生産する森林、水を育み県土を守る森林等、多彩で活力のある「ちばの森

林」づくりを推進するとともに、サンブスギ林の再生を進めます。 

また、県民一人ひとりがちばの森林のことを考える県民参加の森林づくりを推進

し、里山の保全・活用の促進を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

635 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17 年度） サンブスギ林再

生面積（累計） 

646 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17 年度） 

1,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

（21 年度） 
★★ 

672 ﾍｸﾀｰﾙ 

(17 年度) 間 伐 実 施 面 積

（単年度） 

600 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17 年度） 

700 ﾍｸﾀｰﾙ 

（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 

・健全で活力ある森林整備の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・生活環境を守るための森林の保全と整備の推進（☆☆ 現状維持） 

・里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進（☆☆☆ 現状維持） 
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Ⅱ 森林の再生に結びつく、潤いと暖かみのある「ちばの木」の利用促進やブランド

材「サンブスギ」の消費拡大を推進します。 
また、木質バイオマスの利用・拡大を進め、森林・林業の自然循環システムの確

立を目指します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
4,515 立方メートル 

(17 年度) サンブスギ利用

材積（素材）（累

計） 

4,500 立方メートル 

（17 年度） 

20,000 立方メートル 

（21 年度） 
★★★ 

1,237 立方メートル 

(17 年度) 

木質バイオマス

の利活用 

（高性能炭化炉

による炭化） 

2,300 立方メートル 

（17 年度） 

2,300 立方メートル 

（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 

・「サンブスギ」ブランド化推進事業（☆☆☆ 現状維持） 

・木づくり・木の香りの拡大推進（☆☆☆ 縮小） 

・県産材需要拡大のための推進体制の整備（☆☆☆ 拡大） 

・木質バイオマス利活用実用化促進事業（☆☆☆ 縮小） 

 

Ⅲ 森林の持つ教育や健康・癒し、レクリェーション等の多様な機能を活用して、幅

広い分野で森林の利用を進め、県民が森に親しみ、森を守り育てる意識を醸成し、

森の効用を享受できる環境を整備します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

939 千人 

(17 年度) 県民の森入園者

数 

960 千人 

（17 年度） 

1,000 千人 

（20 年度） 
★★ 

213 回・9,172 人 

(17 年度) 教育の森利用回

数・利用者数 

180 回・10,800 人 

（17 年度） 

200 回・12,000 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 

・フィールド・ミュージアムネットワーク事業（☆☆☆ 拡大） 

・健康と癒しの森整備事業（☆☆☆ 現状維持） 

・みどり環境の利活用の拡大（☆☆☆ 縮小） 
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○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 「ちばの森林」づくり 

長期的かつ計画的な森林施業の５カ年計画である森林施業計画を新たに 3,676 ヘ

クタール認定し、認定率を 2.1 パーセント上げることができ、その計画を支援するた

めに交付金を支払い、森林の多面的機能維持造成が図られました。 

 県が支援する民有林の森林育成・保育面積は、造林 40 ヘクタール、間伐等の保育

329 ヘクタール、絆の森整備 11 ヘクタール計 380 ヘクタールであり、概ね目標を達

成しました。 

また、県営林の森林育成・保育面積についても、造林 8 ヘクタール、間伐等保育

343 ヘクタールの合計 351 ヘクタールであり、概ね目標を達成しました。 

 サンブスギ林再生面積は、635 ヘクタールであり、概ね目標を達成しました。 

Ⅱ 県産木材の利用拡大 

官民一体となって県産木材の利用推進を進めた結果、17 年度目標値 85,000 立方メ

ートルを上回る 87,000 立方メートルが利用されました。 

県産木材の利用を促進するため、ちばの木による小規模木造モデルの製作・展示を

行うとともに、木材利用団体によるセミナーの開催や家造り相談などの普及活動並び

に多方面にわたる促進会議を開催し、県産材の普及と需要拡大の成果をあげました。 

特にサンブスギ材を住宅建築への利用に提供したことにより、工務店やエンドユー

ザーへの普及啓発が図られるとともに、サンブスギの展示会や家具展の開催により、

消費者への普及が図られました。 

Ⅲ 森林の総合利用 

 里山活動協定の締結促進を図った結果、累計で 55 件と目標を大きく上回ることが

でき、県内各地で里山の保全、整備、活用が継続的に図られることになりました。 

 みどりのボランティアの登録を促進することにより、登録者を 676 人（15 年度）

に対して 48 人増加し 724 人となり、概ね目標を達成しました。 

 県民の森入園者数（年間）は、夏季の猛暑にかかわらず、93 万 9 千人であり、概

ね目標を達成し、多くの県民に森林に親しむ場と森林の多様な機能や重要性について

理解を深める機会を提供することができました。 

 千葉フィールド・ミュージアム事業により、外部委員を交えた推進員会を 4回開催

し、千葉フィールド・ミュージアム事業の基本計画を策定しました。 

 「教育の森」利活用については、パンフレットを作成して関係教育機関に配布した

結果、昨年を 1,683 人上回る延べ 9,172 人の利用者があり、森林・林業教育の推進に

寄与しました。 

豊かな森・川・海をつくる夷隅川協議会の設置、同協議会を開催しました。 

 

○残された課題 

Ⅰ「ちばの森林」づくり 
木材価格の低迷が続いており、これまで森林を守り育ててきた森林所有者等の森林

づくりへの意欲が低下し森林整備が滞っている状況を改善し、県民の安全と健康な生

活を守るため、健全で機能の高い森林整備を進めていく必要があります。 
森林施業計画の認定率が依然として低位であり、森林の計画的な整備を推進してい

くためには、森林所有者に対しての情報提供と森林整備の必要性の認識の醸成に取組

む必要があります。 
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Ⅱ 県産木材の利用拡大 
実際の県産木材の使用事例を身近に見る機会を多くすることが肝要であり、県の発

注する工事・建築等において県産木材の使用に取組む必要があります。 
サンブスギ材のブランド化推進のため、多くの県民にサンブスギ材と接する機会を

増やす必要があるとともに、建築関係者へのブランド材としての規格・性能等を有し

ていることを証明していく必要があります。 
Ⅲ 森林の保全と総合利用 
 森林の利活用の推進を図るためには、県民の森林や里山に対する保全、整備、活用

に対する理解と支援の意識醸成に一層取組んでいく必要があります。 
 また、里山活動団体や地域住民とより近い関係にある市町村の役割が大きいことか

ら、より一層市町村と協力した事業展開を図る必要があります。 
 「教育の森」利活用等による森林・林業環境教育の推進のため、普及組織の再編に

より林業普及指導員が減少した中で、効率的な事業実施と魅力ある施策の展開が必要

です。 
豊かな森・川・海の自然環境の保全意識を高めるためには、漁業者が積極的に夷隅

川流域住民に働きかける機運を醸成する必要があります。 
 県内各地域でフィールド・ミュージアムを展開していくことが課題です。 
 君津市清和地区だけでなく、房総の山という広い範囲に活動を拡大していくことが

必要であり、活動を支える人のネットワークづくりが不可欠です。 
 本県の長大な海岸地域においては、湿地化等により疎林化し機能が低下した海岸保

安林が依然として存在しており、高潮・津波の被害を軽減する機能や飛砂害・潮風害

から生活環境を保全する機能が低下していることから、早急に対策を講じる必要があ

ります。 
 また、近年、集中豪雨による山地災害が多発している中で、多数の山地災害危険地

区のうち対策工事が未着手の箇所も多いことから、対策工事の促進と併せて住民の警

戒避難に資する情報の整備や危険地区の見直しが望まれています。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 「ちばの森林」づくり 

 森林施業計画の認定率を上げるため、森林所有者への情報提供と森林整備等に関す

る意識調査を行うとともに、施業計画策定に対する支援を行います。 

 林業の担い手を確保し林業生産性の向上を図るため、森林組合の強化を図るととも

に、林業生産基盤の整備と労働環境の改善に取組みます。 

Ⅱ 県産木材の利用拡大 

 県産木材の利用を促進するため、県庁関係機関や建築関係者との連携や協議を継続

して行い、利用拡大対策を総合的に進めます。また、県民への県産木材の普及・啓発

活動等に一層取組んでいきます。 

サンブスギ材のブランド化推進のため、県産木材の利用を促進するため、県民モニ

ター調査及びサンブスギ展示会や家具フェアを開催するとともに、サンブスギ材の建

築材としての規格・性能に関する試験を実施します。 

Ⅲ 森林の保全と総合利用 
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 千葉県里山条例の理解が広く県民に浸透し、県民が主体となった里山の保全・整

備・活用を促進し、また、森林への理解と支援の機運をさらに高めるため、里山活動

協定締結の促進と里山活動団体の支援を行います。 

 教育の森利活用の一層の推進のため、県機関の一体的な推進はもとより、普及指導

員による指導者育成研修会の開催及び市町村・教育関係者・NPO 等との連携強化を進

めます。 

森・川・海の環境保全に関する理解を深めるため、親子を対象とした臨海教室や講

演会を実施します。 

県内各地地域にどのようなフィールド・ミュージアムがあるか情報収集します。 

フィールド・ミュージアムの新たな拠点づくりのために、「山の広場」づくりや既

存の県有施設の活用を検討します。また、「房総の山フィールド・ミュージアム」の

推進のため、多様な関係者の情報交換と協働を目的とした連絡会議を設け、人のネッ

トワークを作ります。 

津波・高潮等の被害軽減等を目的とする海岸保安林の荒廃箇所においては、治山事

業の拡充による災害に強い森林づくりを推進します。また、山地災害危険地区の再点

検を実施し、山地防災情報システムを構築します。 

 

施策の主務課 農林水産部 林務課  電話 ２９５１ 

関 係 課 資源循環推進課、みどり推進課、漁業資源課、（教）文化財課
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施策名 

  施策２４ 中小企業等の活性化 

施策の目的 

わが国経済は､バブル経済崩壊以後の長い低迷を脱し､回復基調が続いておりま

す。 
景気回復は製造業を中心に全体的には明るさが見られるものの､小売業､サービス

業では回復が遅れるなど､業種間格差や業種内での二極化が目立っています。 
多様な業種で構成される中小企業は､地域経済再生の先導役であり､豊かな県民生

活実現の担い手として重要な位置を占めており､その活動が活性化されることが強

く求められています。 
本県が世界でも有数の大都市圏の一角を占め､巨大な市場に隣接した位置にある

ことと､千葉港及び成田空港というわが国最大の貿易拠点を有し発展してきた経緯

から､県内中小企業の集積にはいくつかの特徴が表れています。 
工業は､企業城下町の垂直ネットワークに組み込まれた中小企業の割合は比較的

少なく､多様な水平ネットワークによる製造活動が行われています。 
商業は､旺盛な消費地に近いことと最近の地価下落により大型店の進出が全国屈

指の高水準にあり､激しい構造変化のただ中にあります。 
また、建設業の構成比が高く民需を中心にした建設が活発に行われています。 

こうした千葉ならではの特徴を踏まえつつ､本県の経済と雇用にとって重要な役割

を果たす中小企業の総合的振興を基本理念とする条例を制定するほか、県内中小企

業に対する資金、技術、情報など多種多様な支援を行います。地域の中で活動する

中小企業が活力をもつことは、暮らしやすい潤いのある地域社会づくりにつながる

ものであるとの視点をもって、具体的施策展開を図っていきます。 

施策の実施状況（総括） 

中小企業等の活性化に向けて概ね順調に進んでいます。地域経済の活性化を図る

ためには、事業所開業率を引き上げ、廃業率を引き下げる取組が必要です。中小企

業の経営向上を目指す経営革新計画の承認件数は、ほぼ当初目標に近い件数を承認

することができました。また、中小企業に安定的な資金を供給するための中小企業

振興資金融資額は、全体としては目標額を下回ったものの、制度融資として特別経

営安定対策資金（原油高騰関連特別枠）を創設し、原油価格の高騰により仕入財等

のコストが上昇し、収益が圧迫されている中小企業者の資金調達を支援しました。

さらに、18 年 3 月には中小企業再生を支援する「千葉中小企業再生ファンド」が創

設されました。 

商店街の活性化については、次代を担う人材育成のための商店街若手リーダー養

成事業（ふさの国商い未来塾）の修了者がスタート以来累計で 144 名となり、各地

域で中心となって活動しています。 

中小企業は、技術、人材、情報、資金等の様々な課題を抱えており、窓口相談等

によりそれらの課題の解決を支援しています。県中小企業支援センターにおける相

談件数は前年度とほぼ同数でした。商工会・商工会議所等関係機関との連携により、

中小企業の経営改善を促進しました。 
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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 

4.4％ 

（13～16 年） 

※17 年の数値は 19 年度に判明します。開業率 

引き上げを目指します 

（17 年） 

6.0％ 

（21 年） － 

5 兆 3,630 億円 

（16 年） 

※17 年の数値は 18 年度に判明します。

中小企業製造品

出荷額 

（従業員３００

人 未 満 の 事 業

所） 

5 兆円 

（17 年） 

5 兆 400 億円 

（21 年） － 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 創業・経営革新及び新事業展開を図ろうとする中小企業者等に対し低利融資､補

助金、税制等、多面的な支援を行うほか新事業、新分野に果敢に挑戦する中小企業

の技術開発を強力に支援することなどにより､本県中小企業の活性化と雇用の拡大

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 

436 件 

（17 年度） 経営革新計画の

承認件数（累計） 

450 件 

(17 年度) 

750 件 

（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 

・創業・経営革新・新連携の促進（☆☆☆ 拡大） 

・女性・中高年者の開業・育成支援（☆☆☆ 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） 

・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） 

・東葛テクノプラザにおける起業・研究開発支援（☆☆☆ 拡大） 

・産業技術力の強化（産業支援技術研究所の企業支援強化）（☆☆☆ 拡大） 
・中小企業のＩＴ利活用の支援（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 近年の金融環境変化の中で､中小企業振興資金融資を基本にしつつ貸付債権担保

証券（ＣＬＯ）の仕組みを活用した市場型間接金融の定着を図るとともに､地域の

中核的中小企業の再生促進を目指す地域再生ファンドの創設と活用や企業の成長

性や潜在能力を適正に評価した融資の仕組みづくりの展開等により､中小企業金融

の円滑化と多様化に取り組みます。 
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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 

1,887 億円 

（17 年度） 中小企業振興資

金融資額 

2,160 億円 

（17 年度） 

2，270 億円 

（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 

・中小企業の振興資金融資制度の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・即決型融資の定着（☆☆☆ 現状維持） 

・技術革新を支援する研究開発資金の提供（☆☆ 現状維持） 

・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 地域の中心市街地・商店街等の中小商業活性化を図るため、地域づくりの土台を

なす人材を育成するとともに、地域資源を生かした新たな商品やサービスの提供、

商業機能の向上を図るための地域商店街と大型店の相互連携、空き店舗等を活用し

た多様な事業展開など、地域における様々な連携･協働の取組に対する支援を行い

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 

144 人 

（17 年度） 
「ふさの国商い

未来塾」延べ修

了者数 

144 人 

（17 年度） 

204 人 

（20 年度） 
★★★ 

10 件 

（17 年度） 
商店街地域連携

モデル事業（累

計） 

11 件 

（17 年度） 

26 件 

（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 

・優れた商店街リーダーの養成と商店街ネットワークの促進（商店街若手リーダー養

成事業(ふさの国商い未来塾)）（☆☆☆ 現状維持）  

・地域との連携による商店街の自主・自立に対する取組支援の強化(商店街地域連携

モデル事業)（☆☆☆ 現状維持） 

・地域経済社会を支える商業の活性化（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅳ 本県中小企業が抱える経営課題を解決し、その多様で活力ある成長発展に資する

ため、技術、人材、情報、資金等に関する相談支援体制の充実を図るほか国際化へ

の対応、事業継承の円滑化など中小企業経営基盤の強化並びに自主・自立と競争力
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強化に向けた効率的な経営を支援します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

904 件 

（17 年度） 

窓 口 相 談 事 業

（千葉県中小企

業 支 援 セ ン タ

ー） 

1，000 件 

（17 年度） 

1，100 件 

（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 

・地域中小企業支援体制の再構築（☆☆☆ 拡大）  

・中小企業への迅速な情報提供（☆☆☆ 拡大）  

・国際ビジネス支援事業（☆☆☆ 現状維持）  

・中小企業 M&A（合併・買取）マッチング支援の推進（☆ 拡大）  

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・経営革新に取り組む中小企業者に対する経営革新計画承認件数は、17 年度 88 件

と目標の 100 件には届きませんでしたが、承認を受けた企業は経営を中・長期的視

点から見直すことができ、金融機関や取引先の信用・評価が向上し、円滑に事業が

推進されています 

・創業予定者に対しては、県制度融資である開業・育成資金により資金調達を支援

（249 件、1,431 百万円）しました。 

 ・新産業の創出を加速するため、ロボット産業をはじめ各種産業において、産学官

の共同研究を 26 件コーディネートしました。新産業の創造拠点である東葛テクノ

プラザにおいても、リエゾンマネージャーが産学・産産連携を 40 件コーディネー

トしました。この内 20 件は、国や県の補助事業等に採択されました。地域新生コ

ンソーシアムにも 2件採択され、大学等の紹介を含めた産学・産産のマッチングは

25 件となるなど、中小企業の技術開発や連携を支援しました。 

Ⅱ・中小企業に安定的な資金を供給するための中小企業振興資金融資額は、全体とし

ては目標額を下回ったものの、制度融資として特別経営安定対策資金（原油高騰関

連特別枠）を創設し、原油価格の高騰により仕入財等のコストが上昇し、収益が圧

迫されている中小企業者の資金調達を支援しました。 

 ・第 3回の千葉県版ＣＬＯ（貸付債権担保証券）の実施に向け、金融機関や信用保

証協会と協議を行い、証券化スキーム等を決定し、参加金融機関の募集まで行いま

した。 

 ・18 年 3 月に、地域の中核的な中小企業の再生を支援するため、「千葉中小企業再

生ファンド」が創設されました。 

Ⅲ・次代を担う商店街若手リーダーを養成する「ふさの国商い未来塾」の講座を終了

した 20 名（17 年度）は、それぞれ地域や商店街の活性化に意欲を見せており、今

後の活躍が期待されます。また、講座修了者は、過去の修了者で設立された「ふさ

の国商い倶楽部」に参加し、引き続き商店街活性化策の研究等を行っていきます。 
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 ・商店街の活性化に向け、商店街と地域団体や大学などが連携・協働して行う具体

的な活性化プランを公募し、最優秀プラン 1件、優秀プラン 4件を選定し、そのう

ち 4件について事業に着手・完了しました。 

 ・商店街の空き店舗を活用し、子育てサービスやコミュニティビジネス等商店街の

賑わい促進と地域コミュニティの再生を図るため、「草の根福祉推進型」商店街活

性化モデル事業 3件を実施し、商店街と地域団体との連携協力により、高齢者サロ

ン等の地域福祉を増進する施設整備が図られました。 

Ⅳ・商工会等の合併や広域連携を促進するための環境づくりを進めたことにより、市

町村合併地域における商工会等において、商工行政との連携を図るとともに、地域

の商工業に対する支援を充実強化するために合併の機運が高まってきました。 

 ・県内中小企業支援体制の見直しについて、関係機関で構成するワーキンググルー

プで検討を重ね、支援策の見直し等を進めました。 

 

○残された課題 

Ⅰ・経営革新計画に取り組む企業の掘り起こしや計画作りの指導、計画承認後の支援

策の提供やフォローアップなど、事業の進捗にあわせた支援の充実強化が必要です。 

 ・産学官連携のための環境づくりを効率的・効果的に進めるためには、大学、公的

研究機関、地元企業等との連携をより密接にし、関係者が一体となって取組を進め

る必要があります。 

Ⅱ・低利で長期の有利な貸付条件のもとに、安定的な資金を県内中小企業に供給する

ため、常に県制度融資の見直しと充実を図る必要があります。 

 ・第 3回千葉県版ＣＬＯにおいては、金融機関の貸付債権を証券化するという性質

から、相当程度の融資申込額が必要であり、確保できるかどうかが課題です。 

Ⅲ・人材育成は長期間を要するものであり、継続して地域との結びつきによる商店街

づくりの支援を進める必要があります。 

 ・商店街再生のための地域連携モデル事業に選定された優秀プランが 1件実現に至

らなかった原因を分析し、本事業の改善を図る必要があります。 

 ・「草の根福祉推進型」商店街活性化モデル事業について、継続して商店街活性化

を図るための事業の募集を進めるとともに、17 年度事業のフォローアップを行い、

活動成果を評価する必要があります。 

Ⅳ・専門化・広域化する中小企業ニーズに的確に対応するには、合併や広域連携を促

進し、相談指導体制の充実や財政基盤の強化に取組むなど、小規模事業者等支援体

制の再構築を進める必要があります。 

・経済のグローバル化等により、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化してお

り、それとともに中小企業が抱える課題も複雑多様化しています。この課題の解決

を支援するとともに、新たな事業活動にチャレンジする中小企業への支援が求めら

れています。 
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《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：現状維持 

Ⅰ・平成 18 年 5 月、（財）千葉県産業振興センター内に「創業・経営革新センター」

を新たに設置し、商工会・商工会議所等と連携し、セミナーの開催、窓口相談、専

門家派遣等により創業予定者や経営革新に取り組む中小企業者を積極的に支援し

ます。 

 ・今後策定される「千葉新産業振興戦略」のもと、重点分野別に協議会を設置し、

産学官の連携がより密接になるよう取組を強化していきます。 

  このため、平成 18 年度は「産業クラスター戦略推進事業」を立ち上げ、プロジ

ェクトコーディネーターの設置など、産学官のネットワーク形成を促進し、総合的

かつ戦略的に各種取組を推進していきます。 

Ⅱ・安定的な資金を県内中小企業に供給するため、間柄重視の地域密着型金融の進展

や国における信用保証制度の見直しを踏まえ、県制度融資の再編・整備の検討を行

うなど、より一層の制度の充実を図ります。 

 ・第 3回千葉県版ＣＬＯにおいて相当程度の融資申込額を確保するため、参加金融

機関等と連携を図りながら、広報活動に努めます。また、検証を行うことにより、

中小企業の資金調達手段の多様化が図れないか検討します。 

Ⅲ・「ふさの国商い未来塾」修了者が地域や商店街で活躍するなど高い効果が認めら

れることから、今後も内容の充実を図りながら、事業を継続し人材育成に努めてい

きます。 

 ・商店街再生のモデル事業の実施に当たっては、17 年度実現に至らなかったプラ

ンが 1件あったことから、その原因を踏まえ制度の見直しをします。 

 ・「草の根福祉推進型」商店街活性化モデル事業について、事業実施による地域と

の連携強化が商店街の活性化に繋がるよう成果の評価を行なっていきます。 

Ⅳ・市町村合併地域における商工会等の合併を促進するため、その準備段階で必要な

経費を補助します。また、小規模商工会の広域連携を促進するとともに、相談指導

体制の見直しなど商工会等の機能強化について、県と商工会連合会等による検討会

を開催(年間３回)します。 

・中小企業支援の中核的機関である（財）千葉県産業振興センター内に「創業・経

営革新センター」を新たに設置し、県内中小企業支援機関との連携を強化し、中小

企業が抱える様々な課題の解決を支援します。 

 

施策の主務課 商工労働部 経営支援課  電話 ２７９０ 

関 係 課 経済政策課､産業振興課 
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施策名 

  施策２５ 国際化に対応した力強い農林水産業の展開 

施策の目的 

農林水産業を取り巻く情勢は、生産者の高齢化、担い手不足、遊休農地の増加、

水産資源の減少、農水産物価格の低迷、さらにＷＴＯやＦＴＡ農業交渉等の進展に

よる関税率の引き下げなど、かつてない厳しい状況となっており、このまま放置す

れば生産者の生産意欲が減退し、ついには、食料の供給という重要な役割を果たし

ている農林水産業が衰退してしまう恐れがあります。 
そこで、農林水産業に従事することで幸せが実感できる元気な経営体を育成し、

応援していくことが急務となっており、今後ますます強く押し寄せる国際化の波に

対抗できる力強い農林水産業を展開していきます。 

施策の実施状況（総括） 

今後ますます強く押し寄せる国際化の波に対抗できる力強い農林水産業の展開に

向けて、普及組織が育成対象とする担い手や特徴のある産地づくりによる販売額の

増加、新品種の育成品目数などが目標を達成するなど概ね順調に進んでいますが、

生産者の高齢化・後継者不足、遊休農地の増加、水産資源の減少、農林水産物価格

の低迷、さらには輸入農林水産物の増大など、解決しなければならない課題に直面

しています。 

そこで、生産者が将来にわたって、やる気と夢を持ち、生産活動が続けられるよ

う、経営体の育成支援や農林漁業者間の連携強化、魅力ある農山漁村づくり、これ

らを支える生産基盤の整備など積極的に取り組んでいくことが必要です。 

《 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 

4,224 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） － 

1,755 億円 

（16 年度） 

※17年度の数値は18年度に判明します。生産農業所得 

1,746 億円 

（17 年度） 

1,800 億円 

（24 年度） － 

4,071 人・法人 

（18 年 3 月） 
認定農業者 

4,200 人 

（17 年度） 

6,000 人 

（24 年度） 
★★ 
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24.3 万トン 

（16 年度） 

※17年度の数値は18年度に判明します。
海面漁業・養殖

業生産量（属人） 

21.7 万トン 

（17 年度） 

25 万トン 

（24 年度） － 

28.5 万トン 

（16 年度） 

※17年度の数値は18年度に判明します。
水産加工品生産

量 

27.5 万トン 

（17 年度） 

35 万トン 

（24 年度） － 

7 千人 

（15 年度） 
漁業就業者 

7 千人 

（17 年度） 

減少に歯止め 

（24 年度） 
－ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 大規模化、効率化と併せて、小規模でも儲かる独自性のある、個性的な経営体を

育成、及び継続的支援を行っていきます。併せて、時代の要請に合った技術の開発

と普及を行います。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

10,000 経営体 

（17 年度） 
普及組織が育成

対象とする担い

手 

10,000 経営体 

（17 年度） 
★★★ 

43.5 億円（概算値） 

（17 年度） 

特徴ある産地づ

くり（グレード

アップ産地づく

り）による販売

額の増加 

42.8 億円 

（17 年度） 
★★★ 

33 品種 

（17 年度） 
新 品 種 の 育 成

（７年度からの

累計） 

29 品種 

（17 年度） 

54 品種 

（24 年度） 
★★★ 

5 グループ 

（17 年度） 漁業活動共同実

践ｸﾞﾙｰﾌﾟの育成 

5 グループ 

（17 年度末） 

★★★ 

＜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 

・元気な経営体の活動に対する応援（☆☆☆ 現状維持） 

・元気な経営体を育成するための支援（☆☆☆ 現状維持） 
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・経営体の技を向上させる研究開発（☆☆☆ 現状維持） 

・次代の漁業経営確立のための支援（☆☆☆ 拡大） 
 

Ⅱ 消費者とも連携し、地域の特色を生かした創意工夫による、魅力ある農山漁村づ

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 

26 集落 

（17 年度） 集落農業ビジョ

ン等の策定 

70 集落 

（17 年度） 

140 集落 

（18 年度） ★ 

2,055 ヘクタール 

（17 年度） 
園芸施設化面積 

2,250 ヘクタール 

（17 年度） 

2,300 ヘクタール 

(24 年度) 
★★ 

14.8 キロメートル 

（17 年度） 広域営農団地農

道整備供用延長 

14.9 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

（17 年度） 

38.5 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

（26 年度） 
★★★ 

6,359 区画 

（17 年 10 月） 市民農園の区画 6,580 区画 

（17 年度） 
★★ 

135 集落 

（17 年度） 

中山間地域で農

作業や農業施設

を集落共同で実

施している集落 

100 集落 

（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 

・地域ごとに特色ある水田農業ビジョンの実現（☆☆☆ 現状維持） 

・多様な産地、住みよい農村づくりのための支援（☆☆☆ 拡大） 

・都市住民が何度でも来たくなる農山漁村づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・遊休農地を遊ばせない方策（☆☆☆ 拡大） 

・資源循環型農林水産業の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 農地の利用について、地域全体で将来に誇れる計画的な利用ができるよう支援し

ます。併せて、地域住民の参加のもとに、投資効果の高い、目的を明確にした新た

な仕組による生産基盤の整備を推進します。また、水産資源の適切な管理・増大に

向けた漁場整備を進めます。 
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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 

25.4 パーセント 

農地利用集積率 

29 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

（17 年度） 

46 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

（24 年度） ★★ 

53.9 パーセント 

（17 年度） 

水田のほ場整備

率 

（標準区画３０

アール以上） 

54 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

（17 年度） 

56 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

（25 年度） ★★★ 

6,016 ヘクタール 

（17 年度） 
用排水施設の整

備後の効果発生

面積(受益面積) 

6,058 ヘクタール 

（17 年度） 

10,193 ヘクタール 

（25 年度） ★★★ 

1,039 万尾 

（17 年度） 人工種苗６魚種

の放流 

979 万尾 

（17 年度） 
★★★ 

海面 1.1 トン、内水面 19 トン、 

ワカサギ受精卵 100 万粒 

（17 年度） 天然種苗の放流 

海面 2㌧、内水面 33 ㌧ 

ワカサギ受精卵 190 百万粒 

（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 

・将来に誇れる農地の計画的な利用と農地利用集積の推進（☆☆ 拡大） 

・低経費・効率化を追求する生産基盤の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・地域の実情に応じた農業用水の安定供給と排水整備（☆☆☆ 現状維持） 

・未来に向かって資源を守り育てる漁業の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ・経営感覚に優れ、元気で独自性のある、個性的な経営体の育成を推進するため、

生産・流通・加工・情報・都市農村交流等の施設整備を支援しました。 

・経営体育成支援リース事業では、生産施設（ハウス）が 8か所等で整備され、園

芸作物の品質向上と生産量増大、農業所得の向上と経営の安定化が促進されまし

た。 

・「原点回帰」飼料増産緊急対策事業では、4 組織の自給飼料生産組織に飼料生産

に必要な機械・施設整備を実施することにより、飼料作物生産延べ面積が 53.8

ヘクタール、稲わら収集面積が 15 ヘクタール拡大しました。 

・乳用牛群検定普及定着化を促進するため、5,514 頭の牛群検定を実施するととも

に研修会を開催し、牛群検定成績の効果的活用を推進しました。 
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・各農林振興センター振興普及部改良普及課において、担い手育成対策として、就

農啓発対策、経営者能力向上対策、担い手活動推進対策として、就農促進講座や

農業経営体育成セミナーほか各種研修会を開催することにより、多様化する就農

形態に即した就農・育成支援が図られました。 

・経営管理能力向上のため､重点支援をした経営体において、47 の経営体が育成目

標を達成しました。 

・平成 13 年度から産地育成研究会、産地・販売調査、啓発資料の作成、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。 

・土づくり・減化学肥料・減化学農薬に取り組む「エコファーマー」の認定数は、

平成 17 年度末で 1,059 名となり、付加価値のある農産物生産の促進につなげる

ことができました。 

・「ちばエコ農業」を支援するため、減農薬、減化学肥料栽培技術の試験研究を行

い、各品目ともに、農薬、化学肥料を 30％～50％の範囲で削減することが可能

となりました。 

・サトイモ新品種「ちば丸」を育成し、品種登録申請と育成に関する公表を行いま

した。 

・漁業就業支援として、水産高校生によるインターンシップを３地域で１１名実施

しました。 

・漁業者の育成とその組織化の推進では、各地域での組織化。うち２グループにつ

いては、経営改善計画等を知事が認定を行いました。 

Ⅱ・地域の創意工夫による､魅力ある農山漁村づくりの推進については、県水田農業

推進協議会において、集落農業ビジョン策定や地域水田農業ビジョンの実現のた

め、地域水田農業推進協議会（市町村、農協等）を対象に集落農業ビジョン策定

推進検討会を 2期にわたり実施するとともに、市町村、農協、土地改良区、担い

手農家等を対象とした地域水田農業ビジョン」実践強化研修会を 2回（延べ 348

名参加）開催するなど、水田農業構造改革対策が着実に推進されました。 

・集落農業ビジョンの策定支援では、58 の地域水田農業推進協議会（助成を受け

ない協議会も含む）の 74 集落において集落合意形成活動が行われ、26 の集落農

業ビジョンが策定されました。 

・ほ場整備や農道整備等の農業生産基盤の整備により、農業生産の維持・向上と農

家経営の安定が図られました。また、遊休農地の解消が図られ、定住化への条件

が向上しました。 

・内水面地域特産品づくりの推進では、ホンモロコ養殖事業化試験として、飼育試

験の結果、全長 7～10cm、体重 4～10g、総重量 190kg のホンモロコを生産しまし

た。また、生産したホンモロコの地元のイベントにおける印象は良好であり、そ

の後の地元消費が定着するなど地元での認知度も高まりつつあります。 
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・アオノリ養殖技術開発試験では、生産枚数では、人工採苗網と天然採苗網の間に

ほとんど差は認められませんが、品質においては人工採苗の方が高いという結果

が得られました。 

・グリーン・ブルーツーリズム千葉からの情報発信では、農山漁村魅力探訪モニタ

ー事業により、旅行業者 11 人、旅行マスコミ関係者 15 人の参加を得て、安房地

域のグリーン・ツーリズムの資源情報を発信しました。また、広域グリーン・ブ

ルーツーリズム推進として、各地域のイベントやガイドマップ等の作成を行い、

地域資源のＰＲが図られました。 

・都市農村の交流整備では、大多喜町において、イノシシ肉加工処理施設を整備し

たことにより、地域資源であるイノシシ肉を食材として利活用できるようになり

ました。 

・周年型観光農業産地づくりの支援では、直売所等での農産物加工品の試食会開催

や農産物を活用した体験ツアーの実施のほか、集客期間の拡大方策や新作物の作

付け体系マニュアル作成のための推進検討会等を開催しました。 

・高潮対策事業で進めてきた天津漁港海岸の高潮護岸の嵩上げ工事が１７年度にて

完了しました。 

・制度に取組んだ農地では、耕作放棄地の発生が未然に防止され、中山間地域の多

面的機能の維持・増進が図られました。 

・農林業未利用資源リサイクル研究推進では、牛ふん堆肥のニンジン畑施用により

「しみ腐病」の発生がやや高まることが明らかになりました。また、牛ふん炭化

物はコマツナ栽培の肥料代替物として効果が高く、硝酸態窒素の環境負荷が少な

いことが明らかになりました。 

Ⅲ・元気な経営体を地域全体で支える安定的な生産の場を確保するため、法人を含む

認定農業者が 3,846 人から 225 人増加し、4,071 人になりました。また、農業法

人の数が 791 法人から 26 法人増加して 817 法人になりました。 

・国の新たな施策である品目横断的経営安定対策に対応するため、全市町村に対する周知が

図られました。 

・市町村の農業振興地域制度に対する理解を深め、制度の適切な運用に資すること

を目的として研修会等を開催したところ 71 市町村（17 年 7 月現在）214 名の出

席を得るなど、農業振興地域制度の理解が深まり、農業振興地域整備計画の変更

等について、主体的に判断する市町村が増えました。 

・経営体育成基盤整備事業等により、水田 260ｈａのほ場整備を実施した結果、大・

中型の機械の導入が可能となり、省力化・労働生産性の向上と収量の増加、安定

生産など農業生産の増大に大きく寄与しました｡また､平成 17 年度に事業完了し

た５地区においては、事業進捗に併せ担い手 15 経営体の育成が進み、その担い

手への農地利用集積率は、実施前の 9.3％から完了後 40.0％となり、30.7％増加

しました。 

・地域住民及び学校と連携し、課外授業の一環として田んぼの学校を実施し、将来
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を担う学童との交流により、生産基盤の整備と生態系の保全などの取り組みに対

する理解を深めました。 

・耕畜連携基盤整備実験事業では、各種調査の実施により、資源の有効利用と持続

可能な生産システムの構築に向けた基礎資料の収集や課題を把握することがで

きました。 

・かんがい排水事業により用排水施設を整備し、新たに 691 ヘクタールの農地の高

度利用、水利用の安定と合理化とともに、大雨に対する排水効果の向上を図るこ

とができました。 

・国営造成施設管理体制整備促進事業により、地域住民等に対して農業水利施設の

有する多面的機能（農業外効果）について啓発活動を行った結果、管理主体と関

係市町村の間で「維持管理に関する協定」が締結され、市町村から管理費の一部

について定額助成が得られることとなり、農家負担の軽減が図られました。 

・種苗の生産放流では、海面では計画を下回った魚種もあるが、全体としては概ね

計画どおり放流することができ、水産資源の維持・増大に寄与することができま

した。また、内水面ではコイヘルペスウイルス病の発生によりコイの放流は実施

できなかったため、全体放流量は計画を下回ったが、水産資源の維持・増大に寄

与することができました。 

・東京湾北部のアサリの放流実証試験は、7～9 月が移殖適期と考えられ、東京湾

北部種苗は東京湾南部の種苗と質の面ではかわりのないことが分かりました。 

・のり養殖業高度安定化対策では、のり養殖育苗管理マニュアルが作成されました。 

・資源管理型漁業の推進では、チョウセンハマグリ等の生態調査・品質向上試験・

営漁調査等の調査結果を漁業者検討部会に報告し、これらを基に漁業者が「九十

九里貝類高度資源管理指針」を作成しました。 

・海域環境に配慮した漁場の整備では、漁場整備を推進することにより、水産動植

物の再生等を助長し、水産資源の持続的利用が確保されました。 

・魚類防疫対策では、養殖魚に対する抗生物質や合成抗菌剤等の医薬品残留検査を

実施したところ、医薬品の残留がないことが確認できました。これらの検査結果

により、食品に対する安全性が確認されるとともに、「食の安全・安心」への取

り組みに対する意識が高まりました。 

 

○残された課題 

Ⅰ・経営体育成支援リース事業では、農協間の経営力の格差が大きくなり、本事業を

利用できる地域が限定されてきています。このため、事業の仕組みについて改善

検討が必要です。 

・「原点回帰」飼料増産緊急対策事業では、飼料作物・耕種作物（稲わら等）とも

に不足しているため、飼料の自給率向上のために、機械・施設整備をして生産の

組織化を進める必要があります。 

・牛群検定成績の効果的な活用を図るため、指導体制と指導データの充実を図る必
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要があります。 

・千葉県農業を維持し、さらに発展させていくためには、担い手の確保・育成が緊

急かつ重要な課題であり、農業法人への就職など多様化する就農形態に即した就

農対策、育成対策を継続して実施していくことが必要です。 

・水産高校生だけによるインターンシップには、参加希望者の限界があり、募集範

囲の拡大が必要です。また、就業促進では、地区外からの希望者の受け入れ体制

の整備が必要です。このためには、地元市町村との連携強化と漁協内部（漁業者）

の理解が前提となります。 

・輸入農畜産物の増加、農産物価格の長期低迷、担い手の高齢化等により、農業・

農村が元気を失いつつあり、もうかる農業を展開することが急務となっています。 

・平成 19 年度から実施される国の施策「農地・水・環境保全向上対策」において、

エコファーマーが支援要件とされていることを考慮した取組が必要です。 

・産地面積の大きい品目が、ちばエコ農業に対応できるよう、早急に技術開発を行

う必要があります。 

・トマト、イチゴ、シクラメン、水稲については、新品種育成の目途が立ってきて

いるので、それらの登録申請と公表をいつ行うかを検討する必要があります。 

Ⅱ・地域の創意工夫による、魅力ある農山漁村づくりを推進するため、米政策改革大

綱に基づき、平成 22 年度を目標とした農業者・農業者団体が主体となった米づ

くりの本来あるべき姿の実現に向けて、水田を活用した産地づくり、水田農業の

担い手育成、需要に応じた売れる米づくりを進める必要があり、今後、集落・農

業者の話し合いに基づく農業者が主体となった集落単位での取組が、ますます重

要となります。 

・水田農業構造改革では、今後国において詳細が決められる品目横断的経営安定対

策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策への円滑な対応を図るた

め、集落農業ビジョン策定に向けた取組を更に継続・拡大する必要があります。 

・先進的園芸農産産地づくりでは、輸入農産物の急増など国内外の産地競争が激し

さを増す中、「作れば売れる時代」から、消費者や食品産業のニーズに合った「売

れる農産物づくり」が重要な課題となっており、産地整備と併せて販売との連携

を強化する必要があります。 

・内水面地域特産品づくりでは、ホンモロコ養殖事業化試験として、取り上げ作業

の効率化ならびに生産コストの低減が必要です。また、地元特産品としての認知

度の向上が必要です。 

・アオノリ養殖技術開発試験では、人工採苗技術の改良を行うとともに、現場にお

ける指導・普及が必要です。 

・グリーン・ツーリズムの推進を図るため、引き続き、担い手やインストラクター

等の養成を図る必要があります。 

・周年型観光農業産地づくりの支援では、導入作物が、永年作物である果樹では、

生育のステージにあわせた栽培管理が必要であり、継続して技術指導を行うこと
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が必要です。 

・資源循環サイクルの確立に向けた先進的な耕畜連携の取組成果を周辺地域へ広く

普及していく必要があります。 

・地域営農を持続的に展開するため、一層のたい肥利用の促進を図る必要がありま

す。そのためには、良質堆肥の確保、コントラクターの育成、流通システムの確

立等が重要です。 

・農林業未利用資源リサイクル研究推進では、東葛飾地区のようにナシ園と住宅地

が混在している地域では、生産者の多くが実施している「焼却（野焼き）」が問

題化しており、ナシ剪定枝の実用的処理技術の開発が急務となっています。 

・本課題でもナシ剪定枝の分解菌を選抜し、生物特許を申請しましたが、それだけ

では現地での問題を十分に解決できていません。 

・たい肥利用促進集団育成支援では、地域ごとに、たい肥の生産から利用までを総

合的に担う集団の育成を進め、これらを定着していく必要があります。 

Ⅲ・品目横断的経営安定対策に対応するため、農家に対する加入意向調査を行い、

必要に応じ制度加入に向けた濃密な指導を行う必要があります。 

・農業従事者の高齢化や農業後継者の不足が深刻化してきているため、引き続き、

地域農業の担い手である認定農業者の育成・確保や、集落営農の法人化を推進

する必要があります。 

・農地保有合理化事業による利用集積面積があまり多くないので、事業内容の周

知活動の継続と事業の効率性を改善していく必要があります。 

・農業振興地域制度の理解を深めるには、総合的な土地利用に対する理解が深ま

ることが必要であることから、研修会の時間配分等研修内容を検討すると共に、

他の土地利用担当部局も対象にする必要があります。 

・基盤整備実施後の農地利用集積による担い手育成を図るためには、県、市町村・

土地改良区等の関係機関との連携をさらに強化し、地域の活性化や新しい村づ

くりを推進することが必要です。 

・厳しい財政状況の中で事業をどのように効率的に実施し、事業効果を早期に発

現させることできるかが大きな課題です。 

・土地改良施設を長期的・安定的に維持管理するため、事前に予想される修繕や

施設更新などを計画的に実施するよう体制づくりを進めていく必要があります。 

・種苗の生産放流では、良質種苗の効率的かつ安定的な生産及び中間育成の実施及

び種苗放流効果の増大が課題となっています。 

・アサリ漁業振興対策では、天然稚貝の移動に関する他の物理条件を把握する必要

性があります。 

・東京湾小型底びき網漁業に関わる「包括的資源回復計画」の作成が必要です。 

・県民への水産物の安定供給とともに、漁業経営の安定を図るためには、今後も、

さらに計画的に漁場の整備を進めていく必要があります。 

・「食の安全・安心」を確保するため、水産用医薬品の適正な使用について、継続
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的な検査や指導及び貝毒調査、水質調査、生物モニタリング調査を継続する必要

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・小規模でも経営感覚に優れ、高収益な経営体の育成と鮮度を重視した千葉県なら

ではの多彩で個性的な産地づくりを推進するため、元気な経営体の育成や活動に

対する支援、品種や生産技術の開発と普及などを推進し、千葉県ならではの多彩

で個性的な産地づくりを図るとともに、野菜産出額全国第 1 位を奪還するため、

園芸農業の一層の施設化に重点的に取り組みます。 

・飼料生産の効率化、組織化のための機械・施設の整備を支援するとともに、遊休

農地等を利用した生産集団の育成・組織化を推進します。 

・畜産総合研究センターと協議を進め、計画に沿った優良乳用種雌牛の導入や性判

別事業の実施を図ります。 

・担い手育成対策として、新規就農者の確保・育成を図るため、担い手育成総合対

策事業を継続して実施します。 

・経営体育成普及活動事業では、中間検討会等の実施や優良事例の共有化を進め、

効率的な事業の実施により、継続して経営体の育成支援に取り組みます。 

・エコフェーマー認定推進として、国の施策である「農地・水・環境保全向上対策」

の支援対象となる地域を中心に、この対策の啓発・普及と一体的にエコファーマ

ーの認定を推進していきます。 

・水産高校生だけではなく、県内高校生等による水産業インターンシップを開催し

ます。 

・全国漁業協同組合学校が実施する専門コースへの派遣は希望調査のうえ実施しま

す。県内３から４地域で漁協職員のスキルアップ研修会を開催します。 

Ⅱ・遊休農地の発生防止と解消、資源循環型農林水産業やグリーン・ブルーツーリ

ズムなどを推進します。併せて、生産者のみならず女性や高齢者などの多様な

人材の参加による千葉県型集落営農の展開を基本に、いきいきとした農山漁村

づくりを積極的に推進します。特に、近年増加している遊休農地の発生防止と

解消については、県をあげて遊休農地再生運動を強力に展開します。 

・国から米の生産調整支援策の見直し(米政策改革推進対策)が示されたため、国の

動向を踏まえ１９年度以降の事業内容の見直し等について検討します。 

・品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策に

関するタイムリーな情報提供と関連機関との連携により、集落農業ビジョンの策

定の取組を支援します。 

・先進的園芸農産産地づくりでは、高品質農産物の安定供給と産地体制の維持強化

及び認定農業者の育成を図るため、野菜・果樹・花植木などの園芸関係事業と米・

麦・甘しょ・落花生などの農産関係事業を実施します。特に、園芸関係事業では、
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産地自らが策定する販売を含めた「産地戦略」の構築と実行、戦略に基づく施設

化に対して支援します。 

・内水面地域特産品づくりでは、ホンモロコ養殖事業化試験として、自家採卵技術

の指導を行い、生産コストの低減を目指します。また、地元での認知度を高めて

いき、地元の振興に役立つような支援を実施します。 

・アオノリ養殖技術開発試験では、生産量および品質の向上を目指し、人工採苗技

術の改良を行います。 

・漁業環境の保全では、河川清掃は、回収した流竹木の処理方法について関係機関

と連携しながら実施します。 

・グリーン・ブルーツーリズム千葉からの情報発信では、モニターツアーについて

は、県内６エリアのうち、すでに 2エリアで実施しているため、今後は県内全域

に拡大するとともに、実施施設や旅行関係者等へのアンケート調査による効果把

握をします。 

・農林水産業と観光産業の連携のもと、豊かな自然、伝統・文化や新鮮な農林水産物な
ど恵まれた資源を活用して、農山漁村や農林水産業に対する都市住民の理解の促進、
都市住民の多様なニーズに対応する良質な観光資源の提供など、資源を創出する経費
に対して支援します。 

・本県のグリーン・ツーリズムの推進を図るため、ワークショップ活動等により都

市住民の受け入れ体制の整備等の充実・強化を行います。 

・漁村への来訪者の拡大と漁村来訪者の長期滞在を図るため、対象地域をかえて、

漁業関係者や民宿組合と連携し取り組みます。 

Ⅲ・生産基盤整備の推進や水産資源の維持増大を図るなど、元気な経営体を地域全体

で支える安定的な生産の場の確保農林水産業を展開していくうえでの基盤をさ

らに強固なものとするため、農地の利用集積と基盤整備、水産資源の維持・増大、

漁港・漁場整備などを、引き続き、推進します。 

・品目横断的経営安定対策への加入手続きが平成 18 年秋から始まるため、それに

向けた周知活動及び加入要件の充足指導を引き続き推進します。 

・農地保有合理化事業を活用した農地の利用集積と集団化を促進していくため、土

地基盤整備事業との連携を強化して推進します。 

・農業振興地域制度の理解が深まるよう、市町村や他の土地利用担当部局と連携を

図りながら、引き続き研修会を実施します。 

・生産基盤の整備にあたっては、農業者だけでなく地域住民等も含めた地元説明会

を開催し、事業の必要性・緊急性の判断や地域の抱える課題・問題点の整理など、

住民参加に基づく地域の合意形成を図ります。 

・計画から施工、完了までの各段階における評価などを実施し、関係部局と情報を

共有するなどの緊密な連携を図ります。 

・種苗生産時の疾病予防に努めるなど、種苗生産・中間育成の効率化及び安定化を

図り、良質な種苗の生産及び放流尾数の増加により、水産資源の維持・増大に努

めていきます。また、種苗放流方法の改善等により、種苗放流効果の増大にも努
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めます。 

・アサリ漁業振興対策では、人工稚貝は、今後とも人工稚貝の生産試験、天然稚貝

の調査を継続するとともに、利用方法を検討します。 

・のり養殖業高度安定化対策では、業界の要望を聞き取り、改修した施設を使って

種苗を培養します。 

次期のり養殖漁期の前に研修会等を利用して周知を図ります。 

・九十九里貝類高度資源管理指針の定着を図るため、各種調査事業を実施するとと

もに、県は平成１８年度中の「包括的資源回復計画」作成を目指します。 

・海域環境に配慮した漁場の整備では、引き続き、事業計画に基づき、漁場の整備

推進を実施します。 

・東京湾漁業の活性化を図り、消費者の求める新鮮で美味しい江戸前の水産物を安

定供給するため、東京湾漁業総合対策事業により、漁協が実施する施設整備等に

対し、引き続き助成します。 

・種苗の生産放流では、良質種苗の効率的かつ安定的な生産及び中間育成の実施及

び種苗放流効果の増大が課題となっています。 

・アサリ漁業振興対策では、天然稚貝の移動に関する他の物理条件を把握する必要

性があります。 

・東京湾小型底びき網漁業に関わる「包括的資源回復計画」の作成が必要です。 

・県民への水産物の安定供給とともに、漁業経営の安定を図るためには、今後も、

さらに計画的に漁場の整備を進めていく必要があります。 

・「食の安全・安心」を確保するため、水産用医薬品の適正な使用について、継続

的な検査や指導及び貝毒調査、水質調査、生物モニタリング調査を継続する必

要があります。 

 

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、農地課、耕地課、農村整備課、農業改良課、

生産振興課、畜産課、水産課、漁業資源課、漁港課 
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施策名 

  施策２６ 成田空港とアクセス整備及び国際空港都市づくり 

施策の目的 

成田空港とその周辺地域は、千葉県における経済発展の核となる国際的な戦略拠

点の１つであり、「あすのちばを拓く  １０のちから」の「８ つなぐちから（拠

点・まちづくり・交通網）」では、戦略拠点の波及効果が全県に広がる基盤をつくる

とともに、地域の個性や資源を活かして、住む人が誇りと愛着を持てるまちづくり

を進めることとしています。 
そのためにはまず、拠点の心臓部である成田空港そのものが日本の空の表玄関に

ふさわしい十分な機能を持ち、万人に親しまれる、利用しやすい空港である必要が

あります。 
その上で、世界との間で多くの人とものが行き交うという国際空港独自の特性を

活かし、県発展の先導役として空港周辺地域の経済活性化を図るとともに、国際色

豊かな人々の交流を地域の個性として育て、住む人々が気持ちよく暮らし、内外か

ら訪れる人々が楽しみくつろげる環境を整備することにより、成田空港と周辺市町

村が共に力強く発展していく国際空港都市の実現を目指します。 
施策の実施状況（総括） 

空港整備については、17 年 8 月に国土交通大臣から空港会社に平行滑走路の北伸

整備による 2500m 化の指示が出され、また基盤整備や産業振興も概ね順調に進捗し

ていますが、一部に課題もあります。 

 県の取組みについては、騒音対策の着実な実施、桜の木の植樹等潤いのある生

活環境の整備を推進できたこと、成田新高速鉄道・北千葉道路の着工など基盤整備

が着実に進展していること、海外プロモーションによるツアー造成や空港周辺モニ

ターツアーでの観光体験等外客誘致や受け入れ体制整備が進展していること、トッ

プセールスや補助金創設により企業の千葉県への関心が高まっていることなど、一

定の成果をあげることができました。一方、国際物流関連企業誘致では、空港南部

工業団地等への物流関連企業が 2 社進出するなど着実に集積が進んでいますが、発

着回数が限界に来ており、企業進出も鈍化しています。また、国際物流基地構想は

用地交渉が進まず、不十分な状況です。 

《 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 

3,145 万人 

（17 年度） 成田空港の旅客

数 

3,640 万人 

（17 年度） 

4,290 万人 

（20 年度） ★ 
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224 万トン 

（17 年度） 成田空港の貨物

取扱量 

236 万トン 

（17 年度） 

300 万トン 

（27 年度） ★★ 

21.6 兆円 

（17 年） 成田空港の貿易

額（輸出入額） 
22 兆円 

（17 年） 
★★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 成田空港が日本の空の表玄関として十分な機能を持つよう、本来計画の２，５００

メートル平行滑走路の整備を促進します。 

また、航空機騒音対策を充実し、地域と空港の共生を推進します。 

＜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 8 月に北伸整備が指示されました2,500 メートル

平行滑走路の完

成の推進 

2,500 メートル平行滑走路の早期

完成に向けて努力します 
★★★ 

76.7％ 

（17 年度） 空港周辺の住宅

防音工事の進捗

率 

77％  

（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 

・成田空港の平行滑走路整備の促進（☆☆☆ 拡大） 

・航空機騒音対策の推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 利用しやすい成田空港を実現するため、空港への交通アクセスを整備・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 
環境影響評価書公告縦覧・都市計画決

定・工事着工 

（17 年度） 

成田空港と都心

間の鉄道所要時

間（成田新高速

鉄道の整備） 

環境影響評価書の公告・縦覧を実

施します 

（17 年度） ★★★ 

23％ 

（17 年度） 

空港周辺幹線道

路網整備（県事

業）の進捗率（北

千葉道路含む） 

22％  

（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 

・成田新高速鉄道の整備促進（☆☆☆ 拡大） 
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・首都圏中央連絡自動車道、北千葉道路及び空港周辺幹線道路網の整備 
（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 国際空港としての物流機能の活用や、空港を活かした新たな事業展開により、地

域経済の活性化を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

41 社 

（18 年 2 月） 

空港外にある保

税蔵置場（航空

貨物物流施設）

の会社数 

43 社  

（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 

・国際物流関連企業の立地の促進（☆☆☆ 現状維持） 

・国際物流機能集積のための基盤整備（☆ 現状維持） 

・若年者の就業促進（☆☆☆ 現状維持） 

・成田空港を活かした地域発展戦略基礎調査（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ たくさんの外国人が気軽に訪れ、住む人々との交流が日常的に行なわれる国際色

豊かな地域にします。 

＜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 市町村 4高校 

（17 年度） 

英語教育を重点

的に実施する小

中学校（GEL）高

校（SELHi）指定

数 

2 市町村 4高校 

（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 

・外国人観光客の受入体制の整備（☆☆☆ 拡大） 

・外客誘致対策事業（☆☆☆ 拡大） 

・小中高一貫した英語教育（チバ・インターナショナル・エデュケーション・プラン） 

の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅴ 日本の表玄関である空港周辺地域の生活・自然・歴史文化を守り活かすことで、

潤いのある生活環境を実現します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

3,620 本 

（17 年度） 

空港周辺地域へ

の桜の木の植栽 

（１４年度から

の累計） 

4,721 本 

（17 年度） 

10,000 本 

（23 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 

・生活・自然・歴史文化を守り活かした地域づくりの推進（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 平行滑走路の北伸整備に伴う騒防法の騒音区域等について四者（国・県・９市町

村（現６市町）・空港会社）で覚書を締結しました。 

Ⅱ 首都圏中央連絡自動車道については「目標宣言プロジェクト」により開通目標を

公表するなど、高規格幹線道路について開通目標が明らかになりました。 

 一体的に整備を進めている成田新高速鉄道、北千葉道路は 12 月に都市計画決定、

鉄道工事施行認可を受け、2月に着工式を実施しました。 

Ⅲ 企業誘致では、平成１７年中に県内に立地した企業は６２社になり、補助制度を

拡充したこと等により企業の千葉県への関心が高まり、企業へのアプローチに役立

ちました。 

 就業支援では、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

超えました。 

Ⅳ 空港周辺モニターツアーで、３５カ国１，３１５名が空港周辺の観光を体験し、

９５％以上の方が満足という調査結果が出ました。 

 台湾、韓国、中国において旅行ツアーが造成され、台湾、韓国の一般紙、雑誌に

本県観光について記事掲載されました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 北伸整備による騒音影響の拡大に対して、的確な対策が講ぜられるよう努める必

要があります。 

Ⅱ 北千葉道路の未事業化区間についても事業化区間と同時に供用ができるように

する必要があります。 

Ⅲ 年々分譲可能な工業用地の面積が減少する中、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時代のニーズに

即した工場増設や新たな設備投資をも迅速に対応する必要があります。 

 物流基地南側二期では用地取得が困難で造成工事が遅れています。 

Ⅳ 外国人観光客を受け入れる観光事業者（観光施設、宿泊施設）の受入体制の整備、

受入施設のパンフレットの多言語化や季節のイベント情報など旅行ツアー造成に

必要な情報を、旅行会社、メディアに配信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 

Ⅰ 平行滑走路の２，５００メートル化について、県として適切に事業が進められよ

う協力していきます。 

Ⅱ 北千葉道路未事業化区間については、国による平成 19 年度の事業化を働きかけ
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ていきます。 

Ⅲ 分譲可能な工業用地が減少しており、将来を踏まえた工業団地のあり方について

検討を進めます。 

 ちば若者キャリアセンターでのモデル事業の財政的な支援措置（事業の委託）が

終了することから、平成１９年度からの自立に向けた検討を進めます。 

 南側二期区域を計画どおり整備するため、未買収地の取得交渉等の準備を進めま

す。 

Ⅳ 海外旅行会社などに対する旬な観光情報の発信などを実施し、空港周辺のアクセ

ス整備について、事業化の検討を行います。 
 招請事業、国際観光展の出展は、これまでの成果をもとに、対象国の特性に応じ

効果的なプロモーションを実施します。 

 

施策の主務課 総合企画部 空港地域振興課  電話 ２２８０ 

関 係 課 交通計画課、経済政策課、企業立地課、観光課、雇用労働課、

産業人材課、みどり推進課、都市計画課、道路計画課、 

道路整備課、（企）建設課、（企）業務管理課、（教）指導課、

（教）教育政策課、（教）文化財課 
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施策名 

  施策２７ つくばエクスプレス沿線地域のまちづくりと産業拠点の形成 

施策の目的 

県民一人ひとりがいきいきと暮らせる千葉県を目指す上で、良好な都市環境を整

備し、多彩な産業の集積を生かして新産業・新事業を創出し経済の活性化を図って

いくことは緊急かつ重要な課題です。特に、柏・流山地域では、つくばエクスプレ

スの開業を契機に、定住促進や活動・交流の活性化を図り、沿線に集積している大

学・研究機関や企業との連携による、まちづくりと新産業創出に向けた取組みを積

極的に推進していく必要があります。 

具体的には、沿線地域の豊かな自然環境を活かした、環境・健康を軸とする、ま

ちづくりを推進することにより、快適で安心して暮らせる生活空間づくりに取組み

ます。 

また、世界レベルの研究機関の集積を活かした国際競争力のある国際的学術研究

都市の実現のため、大学と地域の連携による、まちづくり・国際化の推進を図るこ

とにより、２１世紀の新しい地域モデルの確立・新たな都市創造を推進していきま

す。 

施策の実施状況（総括） 

つくばエクスプレス沿線地域のまちづくりと産業拠点の形成を実現するため、概

ね順調に進んでいます。念願のつくばエクスプレスが平成 17 年 8 月 24 日に開業し、

重点的に整備を実施していた新駅周辺の基盤整備も無事完成し開業を迎えることが

できました。なお、鉄道の利用者数も当初の予測を上回る好調な滑り出しです。ま

た、平成 17 年 12 月 6 日に第十次都市再生プロジェクト「大学と地域の連携協働に

よる都市再生の推進」が内閣官房都市再生本部で新たに決定され、モデル的な取組

みとして柏・流山地域の千葉大・東京大などとの連携協働によるまちづくりが取り

上げられました。 

《 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 

土地使用可能面積 

49.1 ヘクタール 

（17 年度） 

つくばエクスプ

レス駅周辺の整

備状況 

土地使用可能面積 

46.7 ヘクタール 

（17 年度） 
★★★ 

397,999 百万円 

（16 年度） 製 造 品 出 荷 額

(柏市、流山市) 
沿線地域の製造品出荷額の増加を

目指す。 
★★ 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 沿線地域においては、地域の文化・風土を踏まえ、新駅を中心として業務、商業、

文化、居住等の諸機能が調和をとって配置され質の高いサービスを備えた、自立性

の高い特色あるまちづくりを関係者が一体となって計画的かつ段階的に進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

101.0％ 

(17 年度) 

※鉄道開業時までの事業量は達成して

います。 

沿線の土地区画

整理事業進捗率 

［柏北部中央地

区：273 ﾍｸﾀｰﾙ］ 

（17 年鉄道開業

に向けた進捗率） 
※進捗率は投資予定

額に対するものです。 

100％ 

(17 年度) 

★★★ 

97.8％ 

(17 年度) 

※鉄道開業時までの事業量は達成して

います。 

沿線の土地区画

整理事業進捗率 

［流山運動公園

周辺地区：232 ﾍ

ｸﾀｰﾙ］ 

（17 年鉄道開業

に向けた進捗率） 
※進捗率は投資予定

額に対するものです。 

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 

・つくばエクスプレスの整備促進（☆☆☆ 縮小） 

・つくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業（☆☆☆ 拡大） 

・つくばエクスプレス整備に伴う関連公共施設整備の推進（☆☆☆ 現状維持） 

・つくばエクスプレス沿線地域におけるまちづくり戦略の検討・推進（☆☆☆ 拡大） 

・広域的な防災機能をになう都市公園整備事業（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 都市再生プロジェクト「東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成」や新産業創

出特区(構造改革特区)等を活用し、産学官連携による産業クラスターの形成促進や

新規成長分野を開拓する関連施策を展開します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

134 件 

（17 年度） 
東葛テクノプラ

ザ共同研究件数 

(累計) 

108 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 

・東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成(県内の 3つのバイオクラスターの充実

と産学官連携による研究開発の推進)（☆☆☆ 拡大） 

・知的資源、産業集積を活かしたＩＴ関連産業振興（☆☆☆ 拡大） 

・東葛テクノプラザにおける起業・研究開発支援（☆☆☆ 拡大） 

・東葛飾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） 

・留学生、外国人研究者等と一体となったコミュニティづくり（☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ つくばエクスプレスの開業に必要となる駅前広場、駅へのアクセス道路等の基盤

整備を重点的に実施したことにより、円滑に鉄道開業を迎えることができました。

また、東京大学、千葉大学、県、地元市のトップが一堂に会し、「環境・健康・創

造・交流のまちを創る」と題してシンポジウムを開催したところ、企業や市民など

多くの参加を得て地域の魅力のＰＲとまちづくりへの参画の気運醸成に大きな効

果がありました。 
Ⅱ 「都市エリア産学官連携促進事業」として「ゲノム健康科学による生活習慣病発

症予防へのデュアルアプローチ」をテーマとした産学官共同研究事業を実施し、次

世代型健康管理支援システムの開発及び事業化に向けて進展しました。また、東葛

テクノプラザに配置したリエゾンマネージャーによる企業訪問やシーズ調査に基

づき、達成された産学、産産連携のコーディネート結果は 40 件であり、そのうち

20 件は国や県の補助事業等に採択されるなど、新産業・新事業創出に向けた着実

な成果を挙げました。 

 

○残された課題 

つくばエクスプレスの開業により沿線のまちづくりは新たなステージを迎えるこ

ととなりました。沿線地域では１都３県に跨るまちづくりの競争が激化しており、ス

ピード感を持った良質な市街地の形成や鉄道利用促進の取組み、さらに産学官連携に

よる効果的な産業クラスター形成促進のための新たな仕組みづくりを検討する必要

があります。 
また、沿線に集積する東京大学柏キャンパス、千葉大学柏の葉キャンパスなど世界

レベルの研究機能を生かした国際的な学術研究都市の実現に向けて、大学と地域の連

携によるまちづくりをより一層強力に推進し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：拡大 

２００６年アクションプラン「つくばエクスプレス沿線の大学と地域の連携によ

る国際学園都市と産業拠点の形成」では、スピード感を持った良質な市街地の形成
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に向けて予算の集中配分を行い、より効率的に土地区画整理事業を推進するととも

に、鉄道利用促進の取組み等を重点的に行います。また、まちづくりの基本コンセ

プトである「環境・健康・創造・交流の街」の形成に向けて、まちづくりの主体で

ある地元市と連携しながら、地域の魅力を体感できる特色あるまちづくりを促進し

ます。特に、都市再生プロジェクト「大学と地域の連携協働による都市再生の推進」

の決定を踏まえ、沿線に集積する大学等の学術研究機能を生かした国際的な学術研

究都市の実現を目指し、住宅・医療・教育など外国人にも暮らしやすい環境整備、

新たな産業の創出や世界レベルの研究者が集まる研究拠点の形成等を促進し、質の

高い都市機能の充実を図ります。 

 

施策の主務課 総合企画部 企画調整課  電話 ２２０６ 

       県土整備部 都市整備課  電話 ３５４５ 

関 係 課 交通計画課、経済政策課、経営支援課、産業振興課、 
県土整備政策課、都市計画課、道路整備課、公園緑地課、 

下水道課、(企)ニュータウン整備課 
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施策名 

  施策２８ 複合機能都市「幕張新都心」の形成 

施策の目的 

本県の産業や国際化を先導する幕張新都心は、千葉業務核都市構想に基づく首都

機能の一部を担うとともに、東京都心と成田空港へ各３０分という好立地条件のも

と、「職・住・学・遊」の複合機能を備えた未来型の国際業務都市の形成を目指して

おり、この基本理念を踏まえ、社会経済情勢の変化にも適切・現実的に対応した施

策を積極的に実施し、１７年度には、就業者、居住者、就学者及び幕張新都心への

来訪者など合わせて、日々約１４万人の人々が活動する都市を目指します。 

施策の実施状況（総括） 

平成１８年度には、日々１４万人が活動する都市実現に向けて、概ね着実に進ん

でいます。 

就業者数及び居住人口については、新たな施設の立地や幕張ベイタウンで着実に

入居が進んだことなどにより増加しました 

《 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 

日々約 132,500 人 

（18 年 3 月） 幕張新都心の活

動人口 
日々約 140,000 人 

（17 年度） 
★★ 

約 44,300 人 

（18 年 3 月） 就業者数 
約 41,500 人 

（17 年度） 
★★★ 

約 20,500 人 

（18 年 3 月） 

約 26,000 人 

（22 年度） 

居住人口 

約 21,500 人 

（17 年度） 

約 26,000 人 

（22 年度） 
★★ 

約 9,500 人 

（18 年 3 月） 就学者数 約 10,000 人 

（17 年度） 
★★ 

約 58,200 人 

（18 年 3 月） 
来訪者等数 約 67,000 人 

（17 年度） 
★★ 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 
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Ⅰ 住み、働く人などとともに豊かな賑わいや交流を創り出すまちづくりを推進する

とともに、訪れる人々にとっても快適な環境づくりを進めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

約 58,200 人 

（18 年 3 月） 幕張新都心来訪

者数 
約 67,000 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 

・住み、働く人との交流・まちづくりの推進（☆☆☆ 現状維持） 

・水辺空間を活用した憩いの場の整備（☆☆☆ 現状維持） 

・幕張新都心 IT 駐車場情報サービスシステムの導入（☆☆☆ 現状維持） 

・幕張海浜公園（海側）整備の促進（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 国際的な業務機能の集積を活かし、成長性の高い外資系企業を誘致するなど、新

しい時代を先導する国際業務拠点づくりを積極的に推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

約 34,200 人 

（18 年 3 月） 業務・研究地区

就業者数 
約 31,500 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 

・地域の特性を活かした IT 関連産業振興（☆☆☆ 現状維持） 

・外資系企業スタートアップセンター事業（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 高齢者などに配慮し、誰もが暮らしやすく、国際化などの生活の多様化にも対応

した幕張ベイタウン事業を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

7,500 戸 

（18 年 3 月） 幕張ベイタウン

供給戸数累計 
7,500 戸 

（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 

・幕張ベイタウン事業の着実な推進（☆☆☆ 縮小） 
 

Ⅳ 拡大地区において「所有から利用」へと変化している土地の需要に応じた柔軟な

土地活用や整備を推進します。 
＜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 

16.6 ヘクタール 

（18 年 3 月） 
拡大地区分譲・

貸付土地面積累

計 

19.4 ヘクタール 

（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 

・拡大地区における土地利用の弾力的な運用及び整備の推進（☆☆ 拡大） 

 

Ⅴ 幕張メッセの機能の拡充・強化を推進するとともに、利用促進策を強化し、コン

ベンション会場としての魅力を高めます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

622 万人/年 

（18 年 3 月） 幕張メッセ来場

者数 
570 万人/年 

（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 

・幕張メッセの機能拡充･強化（☆☆☆ 現状維持） 

・幕張メッセ利用促進策の強化（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 住み、働く人との交流、まちづくりの推進 
  「幕張新都心クリーンの日」の一斉清掃の実施及び「街なかオープンガーデン作

戦」への参加により、新都心の道路や公園など公共施設の美観の保全につながりま

した。 

  千葉マリンスタジアムでのプロ野球公式戦時のイベント実施や優勝時のパレー

ドを行うなど賑わいが創出されました。 
Ⅱ 水辺空間を活用した憩いの場の整備 
  年間入場者数約２０万人（平成１７年度）の幕張の浜の維持補修工事を実施する

ことにより、快適で安心して散策できる水辺空間を活用した憩いの場の整備をする

ことができました。 
Ⅲ 幕張新都心ＩＴ駐車場情報サービスシステムの導入 

リアルタイムな駐車場の空き情報等の提供により新都心内の駐車場利用の利便

性の向上を図るとともに道路混雑や違法駐車等の減に寄与しました。 

Ⅳ 幕張海浜公園（海側）整備の促進   

  幕張海浜公園に休憩所、トイレ、水のみを設置し、利用者の利便性が向上しまし

た。 

Ⅴ 地域特性を活用したＩＴ関連産業の振興 
  幕張で行われたイベントにおいて、昨年に引き続き入場の事前登録に電子マネー

システムが使われました。 
Ⅵ 外資系企業スタートアップセンター事業 
  新たに５社の入居があった結果、全２０室中１５室が入居済みとなりました。 
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Ⅶ 幕張ベイタウン事業の着実な推進 
  住宅地区の入居に合わせた周辺道路・共同溝等の整備を行うとともに、広報用冊

子・ホームページにおいて幕張ベイタウンの飲食店・店舗等を紹介し、幕張ベイタ

ウンの来街や住宅の販売を促進することができました。 
Ⅷ 拡大地区における土地利用の弾力的な運用及び整備推進 

契約済み企業の土地活用の促進を図り、習志野市側の１区画３．２ヘクタールが

活用されました。 

Ⅸ 幕張メッセの機能拡充・強化   

施設の劣化補修やユニバーサルデザインに基づいた整備について、計画どおり進

捗を得ました。 

Ⅹ 幕張メッセ利用促進策の強化 

  新規催物や他施設で開催されていた催物の誘致に成功し、平成１７年度の国際展

示場のイベント件数は、平成１６年度を上回りました。 

 

○残された課題 

東京都心ではオフィスビルの大量供給が続いており、幕張新都心への新たな企業進

出は依然として厳しい状況であります。また、住宅についても都心物件との競争が激

化しています。 
このような状況から、これまでに集積された機能を活用するとともに、更に幕張新

都心の魅力を一層高める施策を推進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 

これまでの多様な機能の集積や東京都心と成田空港への利便性を活かし、企業の進

出しやすい環境づくりや就業者、居住者及び来訪者等にとって魅力あるまちづくりを

推進するため、 
①道路、公園等の施設整備による快適な都市空間の充実、官民及び地区内外の様々

な人々と交流 
②業務研究及び商業等の更なる蓄積 

など積極的に取組み、新しい時代を先導する国際業務都市の充実・拡大を目指します。 

 

施策の主務課 （企）地域整備部 幕張新都心整備課  電話 296-8921 

       商工労働部 経済政策課  電話 ２７３３ 

関 係 課 産業振興課、企業立地課、公園緑地課、（企）土地分譲課 
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施策名 

  施策２９ サイエンス・パーク「かずさ」の国際的地位の確立 

施策の目的 

産業や経済の活性化のみならず、環境や食糧、健康など私たち人類の共通課題を

解決するものとして、新たな知の創造とその適切な活用が期待されており、中でも

科学技術の果たす役割がますます重要となってきています。 
かずさアカデミアパークは、国内外から集まる研究者によって、多様な研究活動

が世界規模で展開されるサイエンス・パークの実現を目指します。 
東京都心や成田・羽田両空港からの優れた交通利便性や恵まれた自然環境を生か

すとともに、これまでに蓄積された｢学術的資源｣を有効活用し、国際的な知の創造

拠点として新産業の創出等を図ります。 
また、地域と連携しながら都市環境の整備等を推進し､人類の未来に貢献する世界

の千葉を確立するため整備を進めていきます。 

施策の実施状況（総括） 

かずさアカデミアパークの整備及び研究所等の集積の促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。 

全体的には企業等誘致件数が４２件（累計）、かずさアカデミアパーク内における

公的共同研究資金等導入件数(累計)が８件（累計）と当初の目標にはわずかに及び

ませんでしたが、一定の成果をあげることができました。 

また、かずさアカデミアパーク内の研究資源を有効活用し産業化に向けた新たな

展開を目指して、１７年５月に開所した「かずさＤＮＡ研究所バイオ共同研究開発

センター」における共同研究プロジェクトも概ね予定どおり進んでいます。 

 一方、交通アクセス、高速通信サービスの整備の点で立地企業の要望に十分応え

きれない部分が残っています。 

なお、かずさアカデミアパークの整備及び研究所等の集積の促進には、国内経済

の動向や企業の設備投資意欲という要因が強く影響します。 

《 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 件 
（17 年度末累計） 

企業等誘致件数 
45 件 

（17 年度末累計） 
70 件 

(25 年度累計) ★★ 

8 件 
(17 年度累計) 

かずさアカデミ
アパーク内にお
ける公的共同研
究資金等導入件
数 

9 件 
(17 年度累計) 

15 件 
(25 年度累計) ★★ 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 名実ともに世界に評価される国際研究開発拠点の実現を目指して、生物工学（バ

イオテクノロジー）関連分野を中心に多様な研究・開発、学術機能の集積を図りま

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 

58 件 

(17 年度末) 
国際会議及び学

術会議の開催件

数 

74 件 

(17 年度末) 
★ 

4 件 

（17 年度末） 貸研究施設整備

件数 
7 件 

（17 年度末） 
★ 

＜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 

・バイオ関連産業を中心とした企業、国際機関、大学、公的試験研究機関等の立地・

集積促進（☆☆☆ 拡大） 

・かずさアークの機能強化（☆☆ 現状維持） 

・一体的・効率的な誘致・広報活動の展開（☆☆ 現状維持） 

 

Ⅱ 「東京圏ゲノム科学国際拠点形成プロジェクト構想」に基づき、融合生命科学の

研究拠点及び国際研究交流拠点としての整備を進めます。また、東京圏における他

の拠点や県内の千葉地域や柏･東葛地域などとの連携を強化し、産学官の広域ネッ

トワークを構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

4 件 

（17 年度末累計） 

かずさＤＮＡ研

究所の公的共同

研究資金導入件

数 

4 件 

（17 年度末累計） 
★★★ 

110 件 

（17 年度末累計） 
かずさＤＮＡ研

究所特許等出願

件数 

112 件 

（17 年度末累計） 
★★ 

＜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 

・融合生命科学を中心とする企業・研究機関等の集積による戦略的バイオクラスター

の形成（☆☆☆ 拡大） 

・国際研究交流施設等の早期立地促進（☆☆ 拡大） 

・かずさＤＮＡ研究所を核とする産業化へ向けた研究の一層の促進 

（☆☆☆ 現状維持） 
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Ⅲ 国際的な知の創造拠点にふさわしい、利便性の高い、快適な研究環境・都市環境

の整備･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 
既存の協議会等を活用して企業等の意

見・要望を集約し、事業に反映させること

により満足度の向上を図りました。 
立地企業の満足

度 

既存の協議会等を活用して企業等の

意見・要望を集約し、事業に反映さ

せることにより満足度の向上を図り

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 

・世界の学者・研究者が快適に暮らせる居住環境づくり（☆☆☆ 現状維持） 

・交通利便性の向上･情報通信基盤の拡充（☆☆ 現状維持） 

・文化・芸術の振興（☆☆☆ 現状維持） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 研究所・企業の集積促進 

かずさアカデミアパークに研究所・企業等を集積するためには、その優れた研究

環境と併せ、パーク内での研究成果等を紹介することにより国内外への知名度を高

める必要があります。そのため、5 月にバイオ業界ではアジア最大級の展示会｢国

際バイオＥＸＰＯ｣に、9 月には総合国際バイオイベント「バイオジャパン 2005」

に出展し、現在の状況を紹介するとともに、来場者にアンケートを実施しかずさア

カデミアパークに対する認知度等を高めました。また、7月と 2月に企業・研究者

等を対象とした「かずさアカデミアパーク現地視察会」を実施し、合計 59 名の参

加を得ました。一方で、パークのセンター施設であるかずさアークでのコンベンシ

ョン等の誘致に努め、国際会議等の開催は 58 件に達しました。その結果パークの

知名度はより向上し、貸研究設備等にベンチャー企業 3件が新たに入居しましたが、

独立区画への企業誘致に結び付けるには一層の努力が必要な状況です。 

また、ベンチャー企業等の中からさらに発展し、規模の大きな貸研究設備を求め

る企業はまだ育っていない状況です。 

Ⅱ 研究・交流の活性化 

かずさアカデミアパーク内の研究資源を有効活用しながら新たな展開を目指す

「かずさＤＮＡ研究所バイオ共同研究開発センター｣を中心に産学官共同研究プロ

ジェクトを展開し、7月には通算 4件目のプロジェクトが採択されました。 

Ⅲ 魅力ある都市基盤・居住環境等の整備 

  立地企業に魅力ある環境整備を図ることは、企業の立地を促進するとともに、す

でに立地している企業の研究者等に対する満足度の向上につながります。パークへ

の交通利便性向上のため､高速バスの増便等の要請を行いました。また、情報通信

基盤の向上のため事業者に働きかけ、高速通信サービスの供用区域を拡大すること

ができましたが、パーク内全域には及びませんでした。パーク内の居住環境向上の

ため、民間資本を活用して整備していた研究者向け長期滞在施設は、17 年 6 月 22
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日から入居を開始しています。 

 

○残された課題 

Ⅰ 研究所・企業の集積促進 
アカデミアパークの国内外への知名度を高めるため、国際的な展示会への積極的

な出展等を実施してきましたが、研究所・企業等の集積促進には、国内経済の動向

や企業の設備投資意欲という要因が強く影響することから、現状の土地利用状況は

公共用地を除く計画面積の約３割にとどまっています。国際的研究開発拠点の地位

を確立するため、今後もかずさアカデミアパーク独自の魅力を惹起し、国内外に幅

広く宣伝するとともに、戦略的な誘致の実施により企業等の立地を強力に推し進め

る必要があります。 
また、インキュベーション施設に入居しているベンチャー企業等に対し、かずさ

アカデミアパーク内の独立した規模の大きな貸研究設備に移行するよう働きかけ

を強化する必要があります。 
Ⅱ 研究・交流の活性化、 
  引続きかずさアカデミアパーク内の研究資源を活用し、産業化に向けた産学官の

共同研究に取り組み新産業の創出につなげていく必要があります。 
Ⅲ 魅力ある都市基盤・居住環境等の整備 

交通利便性向上、情報通信基盤の更なる向上を図り、魅力ある都市基盤を整備す

るため関係事業者への働きかけをより強化する必要があります。また、パーク内の

みならず、周辺地域の居住環境や教育環境等について、地元市と協力しながら整備

し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：拡大 

Ⅰ 研究所・企業の集積促進 

研究所・企業等の集積促進に向け、かずさアカデミアパーク独自の魅力の醸成に

努めるとともに、引続き、展示会への出展や企業等を対象にした現地視察会を開催

し知名度の向上に努めます。 

また、平成１７年４月施行の「千葉県企業立地の促進に関する条例」により、か

ずさアカデミアパークに立地する企業への助成制度が拡充されたこと、国内経済の

動向に上昇の兆しが見られることから、バイオ産業を中心としながら、より広範な

業種を対象に戦略的、積極的な企業誘致を実施するとともに、現在かずさアカデミ

アパーク内に進出している企業に対し拡張・増設を踏まえたフォローアップを強化

します。 

そのため、かずさアカデミアパークの企業誘致にあたる専任職員を 18 年 4 月か

ら配置します。 
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Ⅱ 研究・交流の活性化、 

  かずさＤＮＡ研究所を中心とした産学官共同研究を支援し、研究・交流活動の活

性化に取組みます。 

Ⅲ 魅力ある都市基盤・居住環境等の整備 

魅力ある都市基盤を整備するため、引続き関係事業者への働きかけを実施すると

ともに、地元市との連携をさらに強化し住環境、教育環境の整備に努めます。 

 

施策の主務課 商工労働部 企業立地課  電話 ２４２０ 

関 係 課 文化振興課、産業振興課 
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施策名 

  施策３０ 国際化の推進 

施策の目的 

人やモノ、情報などの国を超えた相互交流の進展は、産業、金融、教育など県民

生活の広範な分野にわたって、激しく、しかも急速に進んできており、また、IT（情

報通信技術）の急速な浸透により、国境や時間の壁を越えて千葉県が直接世界とつ

ながる時代となっています。 

これを、多様性を生かした活力ある県づくりや世界における千葉県の知名度向上

への機会と前向きに捉え、成田空港や千葉港を擁する本県の特性を最大限活用し、

あらゆる県民生活の分野において、県民の力、地域の力を生かしながら、「ゆるぎな

い世界の中の千葉」を戦略的に創造していきます。 

そのために、「世界と交流し世界へ貢献する千葉県づくり」、「外国籍県民にも住み

やすい千葉県づくり」、「世界へ通用する国際人の育成」、「国際競争力を高める戦略

的環境整備」を推進し、「国際化」をキーワードとして、県民の力、地域の力が一層

増大していくことを目指します。 

施策の実施状況（総括） 

４つの施策展開の柱に基づき、国際化施策を概ね順調に推進することができまし

た。 
国際交流の推進については、新たにデュッセルドルフ市との交流が本格的に始ま

りました。また、日本・米国中西部会日米合同会議に参加し、千葉県の紹介を行い

ました。 
国際協力では、「千葉の国際協力に係る懇話会」を設置し、本県として取り組むべ

き国際協力の方向性や内容について議論するとともに、本県の有する環境改善に関

する知見を活用し、ベトナムにおいて住民参加型の生活環境改善事業をモデル活動

として実施しました。 
外国籍県民にも暮らしやすい環境整備については、市町村や地域国際交流協会等

の担当者を対象に多文化共生に係る講演会を、また、外国籍児童生徒を受け入れる

学校の教員や生活支援団体等を対象に研修会を開催し、関係者の認識と知識の向上

を図りました。 
国際人の育成については、チバ・インターナショナル・エデュケーションプラン

（CIEP）の推進により児童生徒の英語コミュニケーション活動が活発に行われるよ

うになるとともに、インターナショナルスクールの整備促進に向けて、関係者や有

識者と協議を行い事業の前進が図られました。 

国際的な事業環境整備については、県内企業の国際展開の支援、外資系企業の誘

致、外国人観光客やコンベンションの誘致を実施し、一定の成果をあげました。 
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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 

 

 

※162 団体 

（17 年度末） 

国際交流・協力

団体数 

現状より増加 

（20 年度末） 

※150 団体 

(17 年度末) 
★★★ 

※参考数値：活動分野に国際協力を含む千葉県認証の NPO 法人数 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 地域や世界との人的ネットワークを構築しながら、県民の力、地域の力による千

葉らしさを生かしたさまざまな分野での国際交流・国際協力を推進し、世界へ向け

て情報発信していきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

1 件 

（17 年度） 
千葉の国際協力

によるモデル活

動数 

1 件 

(17 年度) 
★★★ 

173 人 

(17 年度) 
千葉ウィスコン

シン協会の会員

数 

180 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 

・千葉の国際協力の推進（☆☆☆ 拡大） 

・国際協力モデル（民間団体事業）の支援（☆☆☆ 拡大） 

・世界の国々との多様な分野での交流の推進（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 外国籍県民のちからを高め、外国人に愛される世界に開かれた千葉県づくりを進

めるため、ともに暮らす生活者の視点から言葉、医療、情報、住宅等、外国籍県民

にも住みやすい地域づくりを総合的に推進するとともに、DV などの人権問題につ

いても対応していきます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

39 件 

（17 年度上半期） 
外国人学生住居

アドバイザー事

業相談件数 

100 件 

(17 年度) 
★★ 
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1 件 

(17 年度) 
多文化共生モデ

ル 事 業 採 択 数

(注 1) 

2 件 

(17 年度) 
★★ 

(注 1) 多文化共生モデル事業：NPO 等が行う外国籍県民が暮らしやすい社会を推進する事業への補助 

＜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 

・外国籍県民にも暮らしやすいちばづくり（☆☆☆ 拡大） 

・さまざまな連携による留学生への支援（☆☆ 現状維持） 

・国際的な視点に立った人権保護（☆☆☆ 現状維持） 

 

Ⅲ 国際化の推進にあたっては、その原動力である世界に通用する国際人の育成が大

切です。小中高一貫した英語教育の推進や高校生の留学等の支援、国際理解教育の

充実を図るとともに、外国人児童生徒の受け入れ体制の充実、さらにはインターナ

ショナルスクールの整備を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

２市町村３高校 

（17 年度） 

英語教育を重点

的に実施する小

中学校指定市町

村（GEL）、高校

（SELHi）指定数 

２市町村４高校 

(17 年度) 
★★ 

7 校 

（17 年度） 
「アジア総合学

科」実施件数(注

2) 

6 校 

(17 年度) 
★★★ 

 (注 2) アジア総合学科：アジア経済研究所の外国人研究者が講師となって学校等で行う講座 

＜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） 

・国際理解教育の推進・外国人児童生徒の受入体制の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・インターナショナルスクールの整備（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅳ 国際化に対応した地域のちからを高めるため、海外の活力を生かした産業の国際

的展開や戦略的な外資系企業の誘致、海外プロモーション活動を通じた外国人観光

客誘致など、国際的視点に立った経済環境づくりを進めるとともに、成田、幕張、

柏、かずさ、千葉港など、世界にアピールできる国際拠点を整備します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

33 件 

（17 年度） 

かずさアカデミ

アホールにおけ

る国際会議の開

催件数 

32 件 

(17 年末) 
★★★ 
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16 室 

（17 年度） 

外資系企業スタ

ートアップセン

ター家賃補助室

数（注 3） 

20 室 

(17 年度末) 
★★ 

(注 3) 外資系企業スタートアップセンター：対日進出を図ろうとする外資系企業向け賃貸オフィス 

＜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 

・国際的視点に立った経済環境づくり（☆☆☆ 拡大） 

・国際観光・コンベンションの振興（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 世界と交流し世界へ貢献する千葉県づくり  

・ ウィスコンシン州との交流では、同州にて両知事が面談し、これまでの交流の成

果を踏まえ、今後も双方に有益な交流を推進することを確認しました。かずさ DNA

研究所と同州のバイオ企業との間で共同研究契約の調印式が行われ、研究が本格

的に開始されました。千葉ウィスコンシン協会が派遣した友好使節団（２０名）

に千葉大学職員が参加し、従来のバイオマスや文化分野の交流に加え、千葉大学

とウィスコンシン州立大学の交流についての検討が新たに始まりました。また、

高校生の短期間の相互派遣についても協議を開始しました。 

・ オハイオ州で開催された日本・米国中西部会日米合同会議では、知事が同地の経

済人等約４００名の参加者に対し、千葉県の優れたビジネス環境や国際化への取

組について紹介し、千葉県の知名度の向上を図りました。また、会議会場に千葉

県紹介ブースを設置し、企業誘致活動を行いました。 

・ ドイツ・デュッセルドルフ市との交流を本格的に開始しました。５月に同市で開

催された「日本デー」に参加し、千葉県の物産や観光を紹介しました。また、６

月にはデュッセルドルフ交響楽団による県民向けコンサートが開催され、約１,

５００人の県民が参加しました。 

・ 「日韓友情年２００５」の文化事業の一つとして実施した千葉県少年少女オーケ

ストラ韓国公演では、音楽を通して韓国の方々との交流やふれあいを深めること

ができました。 

・ 国際協力モデル事業については、昨年度より２件多い１０件の応募があり、フィ

リピンの小学校での井戸掘り等３件を採択し事業費の一部を補助しました。また、

昨年度に応募が無かった多文化共生モデル事業についても２件の応募があり、日

本語を母国としない親と子どものための進路ガイダンスを採択し事業費の一部を

補助しました。 

・ 海外技術研修員の引受は、ベトナム、タイ、ミャンマー、ブラジルから７名の研

修員を受け入れ、県内企業や県研究機関、大学等で３ヵ月間、技術研修を行いま

した。 

・ 千葉の国際協力については、有識者による懇話会を２回開催し、千葉県の特性を

生かした国際協力のあり方の調査、研究を行いました。また、県の水質改善の経
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験や知見を活用し、ベトナムにおいて住民参加型の生活環境改善事業をモデル事

業として行いました。 

Ⅱ 外国籍県民にも暮らしやすい千葉県づくり 

・ 外国籍県民が暮らしやすい多文化共生の社会づくりのため、市町村や地域国際交

流協会等の担当者を対象に講演会を開催し、約１００名が参加しました。 

・ 外国籍児童生徒の学習支援のため、外国人子女を受け入れている学校の教員、日

本語指導を行うボランティア等を対象に研修会を開催し、約１２０名が参加しま

した。 

・ 医療情報の発信については、インターネットを活用し、県医師会との連携により

英語・中国語、韓国語の３カ国語による医療機関検索システム、及び８カ国語に

よるメディカル・チェック・リストの提供を開始しました。 

Ⅲ 世界に通用する国際人の育成 

・ チバー・インターナショナル・エデュケーション・プランでは、英語の授業が改

善されたことにより、児童生徒の英語によるコミュニケーション活動が活発に行

われるようになりました。また、外国語指導助手（ALT）等の効果的な活用により、

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、姉妹州の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。 

・ 日本貿易振興機構アジア経済研究所と連携し、東アジア地域からの研修生を７つ

の高校に派遣し、授業を行い、国際社会に対する理解と関心を高めました。 

・ インターナショナルスクールの整備に向けて、事業候補者や地元市等と協議を行

い、事業手法を検討しました。 

Ⅳ 国際競争力を高める戦略的環境整備 

・ 中小企業等の海外取引を促進するため、アドバイザーやコーディネーターの配置、

国際見本市への出展支援、ビジネスセミナーの開催等を行いました。その結果、

相談件数５００件、展示会の引き合い件数１，２１２件、セミナーの延べ出席者

６９３名の実績があり、企業の国際事業活動の拡大が図られました。 

・ 投資セミナーの開催、県及びちば投資サポートセンターのアドバイザーによりコ

ンサルテーションを実施したこと等により、平成１７年度中に１２社の外資系企

業が立地しました。 

・ 外国人観光客の誘致では、台湾、韓国、中国において旅行ツアーが造成されまし

た。また、空港周辺モニターツアーでは３５カ国１，３１５名が空港周辺の観光

を体験し、９５％以上の参加者が満足という調査結果が出ました。 

 

○残された課題 

Ⅰ 世界と交流し世界に貢献する千葉県づくり 

・ １７年度から本格的に始まったドイツのデュッセルドルフ市との交流については、
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内容をさらに発展させ、両地域に利益をもたらす具体的な成果を出していくこと

が必要です。 

・ 国際協力については、人材、知識、技術等の県の様々な資源を有効活用した事業

の検討が必要です。 

・ 海外技術研修員の引受については、互恵的な仕組みが求められています。 

Ⅱ 外国籍県民にも暮らしやすい千葉県づくり 

・ 外国籍県民への情報提供については、県政情報に限らず災害時の緊急情報や身近

な生活関連情報等の有用情報を、市町村、地域国際交流協会、ＮＰＯ等との協力

の下、迅速かつ的確に提供する仕組みづくりが求められています。 

Ⅲ 世界に通用する国際人の育成 

・ インターナショナルスクールの設置については、計画の具体化が必要です。 

Ⅳ 国際競争力を高める戦略的環境整備 

・ 外資系企業の誘致では、ちば投資サポートセンターの一層の周知を図り、機能や

サポート体制の充実に引き続き努めていく必要があります。また、外資系企業ス

タートアップセンター（FASuC）の設置から３年が経過したことにより、退室企業

の県内への立地を促進していく必要があります。 

・ 外国人観光客の誘致では、観光事業者（観光施設、宿泊施設）の受入体制の整備、

受入施設のパンフレットの多言語化を図ることが求められています。また、季節

のイベント情報など旅行ツアー造成に必要な情報を、旅行会社、メディアに配信

することが求められています。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

１７年度に改定した「あすのちばを拓く１０のちから」において、「国際化時代を

リードするＣＨＩＢＡの確立」を戦略プロジェクトのテーマとして掲げたところであ

り、事業の具体化に向けて内容の充実を図り、国際化施策を総合的に進めていきます。 

Ⅰ 世界と交流し世界に貢献する千葉県づくり 

・ 欧州の地域との関係強化は、様々な政策における先進事例の導入、投資や貿易の

拡大による経済の活性化、国際人の育成等に有効であることから、デュッセルド

ルフ市との友好関係を活用し、経済、学術等の分野で交流を拡大します。 

・ 国際協力については有識者による懇話会の議論や、県の環境保全の知識、経験を

活用して実施したモデル事業「ベトナムにおける住民参加型生活環境改善事業」

の成果等を踏まえ、国際協力の枠組みを引き続き検討し、確立していきます。 

Ⅱ 外国籍県民にも暮らしやすい千葉県づくり 

・ 外国籍県民や有識者、ＮＰＯ、民間交流団体、留学生、研修員などから、本県の

外国籍県民施策等について意見を聴取し情報を収集します。また、市町村との連

絡会議、啓発のための講演会を開催し、外国籍県民にも暮らしやすい千葉県づく

りに向けた施策の推進を図ります。 
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・ 多文化共生モデル事業については、平成 17 年度において１件の採択実績があり、

今後も多文化共生社会に向けた取り組みの必要性について理解を促進し、より多

くの提案を得るようにします。 

Ⅲ 世界に通用する国際人の育成 

・ インターナショナルスクールについては、有識者等からの意見の聴取や事業者と

の協議を通じ、引き続き学校の内容、整備手法について調査・検討を行い、事業

の早期実現を目指します。 

Ⅳ 国際競争力を高める戦略的環境整備 

・ ちば投資サポートセンターの機能強化により、外資系企業誘致の一層の促進を図

ります。 

・ 外国人観光客の誘致に係る招請事業、国際観光展の出展は、これまでの成果をも

とに、対象国の特性に応じ効果的なプロモーションを実施します。また、県内観

光事業者の受入体制の整備、海外旅行会社などに対する旬な観光情報の発信など

を実施します。 

 

施策の主務課 総合企画部 政策推進室  電話 ２４３６ 

関 係 課 男女共同参画課、健康福祉政策課、児童家庭課、医療整備課、

経済政策課、企業立地課、観光課、(教)指導課、(教)文化財課、

他 
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施策名 

  施策３１ 県庁経営改革の断行 

施策の目的 

危機的な財政状況を克服し新しい分権型社会を構築するため、県行政の構造改革

を行い、従来の施策拡大型の行政システムを施策精選型の行政システムに転換して

いきます。 
施策の実施状況（総括） 

県庁経営改革の断行に向けて順調に進んでいます。 

この理由としては、①17 年 10 月に、17 年度から 20 年度までの行財政改革の方向、

取組を明らかにする新たな行財政システム改革行動計画を策定したこと、②18 年 2

月に、18 年度から 22 年度までの 5年間を計画期間とした、新たな定員適正化計画

を策定したこと、③目標チャレンジプログラムを全職員（約 13,000 人）に対し試行

したこと、④県税滞納額を縮減するとともに、建設地方債の新規発行額を抑制した

ことなどが挙げられます。 

しかしながら、県政に対する県民満足度（千葉県に住みつづけたいと思う県民の

割合）は、12 ポイントの低下となりました。 

《 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 

千葉県行財政システム改革行動計画（平

成 17 年度～20 年度）の策定 

（17 年 10 月） 

新たな「千葉県

行財政システム

改革行動計画」

の達成割合 

・改革行動計画の策定 

（17 年度）

・全改革項目の達成 

（20 年度） ★★★ 

千葉県に住みつづけたいと思う県民の

割合 

57.6％（17 年度） 

県民満足度の向

上 

（県政に関する

世論調査） 

・生活全般の満足度の向上 

（18 年度）

・定住意向の向上 

（参考：16 年度 69.9％） 

（19 年度）
★ 
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○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 民間能力の活用、公社等外郭団体の抜本的見直し、定員管理の適正化等により、

県行政のスリム化を実現します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
平成 22 年度までの 5年間で、△2,035 人

を目標とする新たな定員適正化計画を

策定しました。 

（18 年 2 月） 

職員の削減（新

たな定員適正化

計画の推進） 

前回計画を上回る目標値の設定 

（17 年度） 

★★★ 

＜重点事業の推進状況＞各改革項目の推進状況は、「行財政システム改革行動計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ」に掲載しています。 

・アウトソーシングの推進 

・公社等外郭団体の見直し 

・新たな定員適正化計画の推進 

 

Ⅱ ひらかれた県政と県民参加の推進、業務プロセスの見直し、経営資源の活用・活

性化等により、新しい行政システムを構築します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
全職員（約 13,000 人）に対して試行を

実施しました。 

（17 年度） 

目 標 管 理 制 度

（目標チャレン

ジプログラム）

の導入 

全職員（約 13,000 人）に対し試行

（17 年度） 
★★★ 

＜重点事業の推進状況＞各改革項目の推進状況は、「行財政システム改革行動計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ」に掲載しています。 

・申請・届出等の電子化 

・内部事務の電子化・集約化 

・新たな人事評価制度の導入 

・地方分権の推進（分権推進事業） 

 

Ⅲ 歳出の削減に取り組むとともに、税源充実に向けた検討や未利用県有地の売却等

による歳入の確保などを行うことにより、財政構造の体質強化を図ります。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

滞納額 282 億円 

（17 年度決算） 県税収入の確保 県税の滞納額を前年度より縮減 

（17 年度） 
★★★ 
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建設地方債の新規発行額 744 億円 

（17 年度決算） 地方債の発行額

の抑制 

建設地方債の新規発行額の抑制 

（17 年度） 

建設地方債の新規発行額の低減 

（20 年度） ★★★ 

＜重点事業の推進状況＞各改革項目の推進状況は、「行財政システム改革行動計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ」に掲載しています。 

・歳出の削減 

・歳入の確保 

・新たな財政再建プランの推進 

 

○平成１７年度における主な成果 

17 年 10 月に、20 年度までの行財政改革の方向、取組を明らかにする新たな行財政

システム改革行動計画を策定するとともに、18 年 2 月に、22 年度までの 5年間で、

△2,035 人を目標とする新たな定員適正化計画を策定しました。 

また、17 年度においては、県の行う全ての事業についての「事業仕分け」や、指

定管理者制度の６２施設への導入、給与構造の抜本的見直し等に取り組み、１８年度

当初予算において約２６６億円の歳出抑制の効果を得ることができました。 

 

○残された課題 

分権型社会の一層の進展、職員の大量退職の到来、厳しい財政状況など、県を取り

巻く環境は大きく変化しています。 
そのため、県の役割を明確にしたうえで多様な主体と連携・協働を進め、真に必要

な分野に予算や人員を重点的に振り向けることができるよう、県庁経営システムを質

的に転換し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：拡大 

環境の変化にスピーディーかつ的確に対応するため、改革行動計画については、毎

年度、取組状況を確認していくとともに、改革事項や数値等を見直していきます。 

 

施策の主務課 総務部 総務課  電話 ２４６１ 

関 係 課 財政課、その他関係課 
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施策名 

  施策３２ 県民にひらかれた県政の実現 

施策の目的 

千葉県の有する多様性を最大限に活かし、経済的にも、文化的にも自立した個性

あふれる千葉県をつくるためには、県民が提案し、自ら選択し、さらに責任と義務

を果たす、県民が主役の県政運営を進めていくことが重要です。 
そのため、徹底した情報公開により県政の透明性を高め、県民が県政情報を共有

するとともに、県政について誰もが意見・提案でき、それが県政に反映される、県

民にひらかれた県政の実現を目指します。 
施策の実施状況（総括） 

「県民にひらかれた県政の実現」に向けて、県政情報の提供と意見・提案機会の増

加については、おおむね順調に進んでいますが、県政への参加意識の醸成について

課題が残っています。 

 この理由として、県政情報の提供、意見・提案機会の増加が順調に進んでいるこ

とについては、 

①千葉県ホームページの改良等により、アクセス件数が増加していること。 

②積極的なパブリシティにより、千葉県情報のメディア掲載件数が増加している

こと。 

③「千葉県ニュースリリース（市町村特集）」などにより、県情報を市町村で、ま

た、市町村情報も県を通じて積極的にメディアへの情報提供していること。 

④広聴制度に寄せられた県民の意見と県の対応状況についての公表が年２回に拡

充されたこと。 

などが挙げられます。 

また、情報公開制度をサポートする「千葉県情報公開推進会議」を設置し、制度

改善や苦情処理体制が整ったことも貢献していると考えます。 

一方で、県政への参加意識の醸成については、「県の広報紙をよく読む人の割合」

が減少していること（「時々読む」人の割合も含めると、横ばい状況）や「千葉テレ

ビの広報番組の視聴率が少ない」ことなどから、県民に届く県政情報について関心

を持っている県民の割合の伸びが少なく、県政へ参加する機会を逃している状況が

あります。これにはいくつかの要因があると考えられますが、そのひとつには、「県

政情報・内容がわかりやすいと思う人の割合」が少ないことから、情報の提供手法

や伝える内容の表現に工夫の余地があると思われます。 
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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 

関心がある人の割合 

60％ 

（17 年度） 

（｢地域政策情報｣ 時事通信社） 

県政に対する県

民の関心度 

（関心がある人

の割合） 

現状以上とする 

（17 年度） 

65％ 

（22 年度） 
★★ 

 

○施策展開の柱・重点事業の実施状況 

Ⅰ 県政の透明性を高めるため、情報公開制度や政策評価制度等について、県民がよ

り利用しやすくなるように制度を充実するとともに、県民が県政情報を入手しやす

い仕組みづくりに取り組みます。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 

469,157 件 

(17 年度) 

情報公開に関す

る県ホームペー

ジへのアクセス

件数 

500,000 件 

(17 年度) 
★★ 

572,769 件 

（17 年度） 
各評価制度※に

関する県ホーム

ページへのアク

セス件数 

474,000 件 

（17 年度） 
★★★ 

※ 各評価制度：政策評価制度、大規模公共事業等事前評価制度及び試験研究評価制度のことです。 

＜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 

・情報公開推進会議の設置（☆☆☆ 現状維持） 

・県民への説明責任を果たすための評価制度の効果的な運用（☆☆☆ 拡大） 

・県民が県政情報を入手しやすい仕組みづくり（☆☆ 拡大） 

 

Ⅱ 県民が県政情報を共有し、県民参加を推進するため、すべての県民にわかりやす

く、多くの県政情報を伝えることのできる、戦略的な広報を推進します。 
＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
23％ 

（17 年度） 

（｢地域政策情報｣ 時事通信社） 

広報紙「ちば県

民だより」を「よ

く読む」人の割

合 

30％ 

（17 年度） 
★ 
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9％ 

（17 年度） 

（｢地域政策情報｣ 時事通信社） 

広報紙「ちば県

民だより」の「情

報・内容のわか

りやすさ」を「良

い」と思う人の

割合 

現状以上 

（17 年度） 

★★ 

2.9％ 

(17 年度) 

千葉テレビ広報

番組 

「 躍 動 ち ば ２

１」の視聴率 

3.0％ 

(17 年度) 
★★ 

694 万件／月 

(17 年度) 
千葉県ホームペ

ージへのアクセ

ス件数 

800 万件／月 

(17 年度) 
★★ 

108 件 

（17 年度） 

パブリシティ※

活動による各種

メディアへの掲

載件数 

現状以上 

（17 年度） 
★★★ 

年 6回 

（17 年度） 市町村情報の県

からの発信 
年 5回 

（17 年度） 
★★★ 

※ パブリシティ：企業・団体・官庁などが、その製品・事業などに関する情報を積極的に提供し、
各種広報媒体（テレビ・ラジオ、新聞など）に、報道記事として取り上げられるように働きかけ
る広報活動のことです。 

＜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 

・県民にわかりやすい広報の推進（☆☆☆ 拡大） 

・政策実現を図る戦略的な広報活動の推進（☆☆☆ 拡大） 

・地域と一体となった情報発信（☆☆☆ 拡大） 

 

Ⅲ 県民参加を推進するため、政策立案段階から県民や NPO が意見・提案する機会を

確保するとともに、地域や県民の声の県政への反映を推進します。 

＜柱の成果を表す指標の達成状況＞ 

目標項目 目  標 達成状況 
７％ 

（１７年度） 

（｢地域政策情報｣ 時事通信社） 

「ちばづくり県

民 コ メ ン ト 制

度」を知ってい

る人の割合 

８％ 

(１７年度) 
★★ 

年 2回 

（17 年度） 県民意見の公表

回数 
年 2回に拡充します 

（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 

・県民の意見・提案を県政に反映させる制度の充実（☆☆☆ 現状維持） 

・ちばパートナーシップ市場（☆☆☆ 現状維持） 

・県民意見と県の対応の公表（☆☆☆ 拡大） 

 

○平成１７年度における主な成果 

Ⅰ 情報公開制度や政策評価制度の改善 

・ 情報公開推進会議を設置したことにより、制度の適切な改善・運用が図られ、よ

り透明性の高く県民の利用しやすい制度になってきています。 

・ 政策評価については、アクションプラン及び基本施策に係る評価を実施・公表し、

県民への説明責任を果たすとともに、県民からの意見を聴取し施策への反映を行う

ことができました。 

Ⅱ 戦略的な広報活動の推進 

・ 県広報媒体の活用やパブリシティなどを担当課との緊密な連携の下で積極的に展

開したことにより、千葉県の政策、魅力、先進事例などの情報を広く県民に発信す

ることが出来ました。（各種メディアへの掲載件数 108 件） 

Ⅲ 県民参加の促進 

・ ちばづくり県民コメント制度の引き続きの積極的な運用に努め、31 件の意見募

集と 30 件の結果公表を行ったほか、タウンミーティング等の開催情報を県ホーム

ページ上に 69 件掲載するなど、県民がより多くの政策立案に参加し、意見・提案

しやすい環境整備を図りました。 

 

○残された課題 

Ⅰ及びⅢ 
  引き続き、徹底した情報公開のもと、県民から県政への意見・提案を受け、県政

に反映させる県政運営を実現していく必要があります。 
Ⅱ 県民に県政への参加意欲を高めてもらい、より多くの県民からの意見・提案を受 
 けられるよう、関心を持ってもらえる情報提供の仕組みづくりを進める必要があり

ます。 

《 今 後 の 取 組 方 法 》 

次年度以降の施策の方向性：拡大 

Ⅰ 県政の透明性を高め、県民が県政情報を共有できるよう、引き続き、徹底した情

報公開を行うとともに、より県民に分かりやすいものとするため、情報公開推進会

議の適切な運営を進めていきます。 

Ⅱ 県政情報をより多くの県民と共有できるような広報手段の検討を行います。 

Ⅲ 県政に対する県民からの意見・提案の機会を増やすとともに結果公表方法の充実

をはかります。 

こうしたことにより、多くの県民が県政参加意欲を高めるように努め、真の県民

参加による県政づくりの実現を目指します。 
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施策の主務課 総合企画部 報道監  電話 ２２４２ 

関 係 課 企画調整課、政策法務課、ＮＰＯ活動推進課、警察本部 
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