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戦略１ ２１世紀のちば経済活性化戦略の展開 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・中小企業向け金融の多様化を目的と

し、ＣＬＯ（貸付債権担保証券）方式を

活用した融資を１５年度に引き続き行

いました。 

・県内金融機関のみで実施し、証券の一

部を投資信託として県民が引き受ける

ことにより、県内の資金循環を高めるこ

とができました。 

・ＣＬＯ融資利用者の意見を聞くことが

できました。 

千葉県版貸付

債権担保証券

（ＣＬＯ）の

展開〔経営支

援課〕 

・第２回千葉県版ＣＬＯのスキーム

募集、スキーム決定（＝中核金融機

関決定） 

・ＣＬＯ実施、融資総額 約１５０

億円（融資先 ４８６社） 

・第１回千葉県版ＣＬＯ利用者アン

ケート調査（８０６社中６０５社回

答、回答率７５％） 

現状維持 

現時点で、導入可能な地銀、信用金庫の

すべてで導入が実現しました。 

即決型融資の

定 着 と 拡 充

〔 経 営 支 援

課〕  

１都銀、５信用金庫で新たに取扱い

を開始しました。  

現状維持  
・関係者の合意が得られず、再生基金の

平成１６年度中の創設には至りません

でした。 

・企業再生支援資金の創設により、再生

中の企業が運転資金の融資を受けやす

くなりました。 

地域再生基金

（ファンド）

の創設及び活

用の促進〔経

営支援課〕  

・再生基金の創設に向けた検討会を

７回開催しました。 

・事業再生中の企業向けの制度融資

（企業再生支援資金）を１０月に創

設しました。 

現状維持  
・官公需制度のＰＲ、説明を実施したこ

とにより、延べ５００名の県・市町村担

当者にこの制度を周知することができ

ました。 

・新技術・新製品説明会の実施により２

６社の新技術等を延べ２００名の発注

機関担当者に周知することができまし

た。そのうち成約したのは１件、具体的

な照会があったのは２件でしたが、発注

担当者の新技術等に対する知見を深め

ることにつながりました。 

・庁内の検討会では現在の問題点を明ら

かにすることができました。一方、現行

制度の改善には至りませんでした。 

官公需の県内

企業向け発注

率の向上〔経

済政策課〕 

・国等と連携した発注、受注機関合

同の説明会を１回開催しました。 

・新技術・新製品説明会を３回開催

しました。 

・県、市町村の官公需・契約担当者

が集まる会議において、官公需制度

等についてＰＲを２回実施しまし

た。 

・庁内官公需主務課・関係課の担当

者による受注率向上のための検討

会を２回実施しました。 

 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

５つの実証実験から、地域経済の活性化

に地域通貨がどの様な効果をもたらす

かが判明し、報告会を通して県内の市町

村や商工関係者に対し、今後地域通貨を

活用する際に参考となる取組事例を紹

介することができました。 

地域通貨の導

入の促進〔経

済政策課〕  

・当初３程度の実証実験を行う予定

でしたが、比較的小額の応募提案が

多かったことや、できるだけ多様な

取組事例を行う必要から、取組数を

５提案に増やしました。 

・コンソーシアムについてはその実

施内容を実証実験結果の検討に絞

り、地域通貨相談業務等は省略しま

した。 改善  

・まちの起業家養成スクールにより、４

６人が起業に不可欠な基礎的知識を、ま

た３２人が実践的知識を習得しました。

なおいずれのコースも女性が受講者の

過半数を占めました。  
・コミュニティビジネス経営強化事業で

は、１８団体について、経理、労務、販

売促進等の様々な分野において団体の

経営強化に寄与することができました。

また、支援の中で経営のヒントとなる実

例を検証でき、今後の支援において活か

す事が可能です。  

起業しやすい

産業分野にお

ける起業支援

の推進〔経済

政策課〕  

１.まちの起業家養成スクール 

・起業セミナー（入門コース２日

間１回） 

・起業セミナー（実践コース４日

間１回）※受講は入門コース受講

者を優先します。 

２．コミュニティビジネス経営強化

事業 

・経営支援団体 計１８団体 

・支援分野（経理・会計、ＩＴ、

労務管理、マネージメント等） 

・支援回数 計 ２４４回 

・支援人材（失業者）の募集及び

雇用（年間で１４人の失業者雇用）

・専門委員会開催 １２回 

 拡大  
農林水産業に

おける起業・

就 業 の 促 進

〔 農 林 振 興

課・園芸農産

課・水産課〕 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規就農＞ 

・新規就農相談センター設置要領策

定に伴う説明会を開催しました。 

・就農計画認定委員会を３回開催

し、１４名を認定しました。 

・就農希望者と求人希望農業法人に

よる合同面接会を３回開催し、４７

名が参加しました。 

・新規就農促進研修会を開催し、１

４名の新規就農希望者が参加しま

した。 

・アグリチャレンジファームを東金

市油井(農業総合研究センター応用

＜新規就農＞ 

新規就農相談センターを設置したこ

とにより、188 件（１月末）の相談があ

りました。188 件の相談のうち、５名の

方が就農計画の認定を取得しておりま

す。 

＜農業ヘルパー＞ 

兼業農家のみならず、農業に関心のあ

る一般住民等も農業労働力として活用

することにより、受入れ農家等の労働力

不足を補い、ゆとりある農業経営の確立

が図られました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

＜漁業者就労確保＞ 

・求人情報のＨＰ掲載の結果、求人者に

全国からの問い合わせがあり採用が行

なわれました。 

・実践漁業実習へは、２４名の応募者が

あり、その需要が高いことが確認できま

した。 

・体験乗船実習及び実践漁業実習の参加

者のうち２名が県内で漁業へ就業しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆虫研究室ほ場内)に決定し、ほ場

や管理棟の整備を行いました。 

①ふれあい農園 小区画 ３０㎡、

３０区画、大区画 ６０㎡、１０区

画 福祉区画 １区画 

②実践農園 露地ほ場７００㎡、３

区画 ハウスほ場３００㎡、３区画

ウ、管理棟 ７４㎡ 

＜農業ヘルパー＞ 

２年継続の事業のため、１５年度

に採択した２地区について引き続

き事業を実施しました。 

・受入れ農家（２地区１３８戸）・

ヘルパー希望者（２地区１９６名）

の台帳の作成・閲覧 

・ヘルパー希望者に対する技術習得

研修会の開催 等 

・１６年度に新規採択予定の２地区

については、実施要望が無かったた

め未採択となりました。 

＜漁業者就労確保＞ 

・水産業改良普及員を中心に求人情

報の収集を行い、全漁連ＨＰを通じ

全国的な情報提供を行なうととも

に、新規就業状況の把握を行ないま

した。 

・水産高校生（計２１名）を対象と

した３日間の体験乗船実習を３地

区で開催しました。 

・漁業就業希望者８名（一般公募）

を対象とした、５日間の実践漁業実

習を開催しました。 

・一級小型船舶操縦士養成講習会

（２回）、第二級海上特殊無線技士

養成講習会（１回）を開催し、計４

５名が参加しました。  改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・３件のプロジェクトについては、地域

や社会の課題・ニーズに対応した社会的

システムづくりに貢献するものを採択

することができました。 

・３件のプロジェクトについては、実証

実験を行い、それぞれビジネスモデルを

構築することができました。一方で、そ

れらのモデルはより一層の精緻化が必

要であることもわかりました。 

・かずさ国際バイオフォーラムの実施に

より、参加企業はバイオ分野のビジネス

モデルに関する知見を深めることがで

きました。  

地域における

福祉・健康サ

ービス産業の

育成〔経済政

策課〕  

・本事業のコーディネートを外部の

専門的知見を有する団体に委託し

ました。 

・新産業の種まきのためのビジネス

モデルを公募し、３件のプロジェク

トを採択し、助成を行いました。 

・新産業ソーイングの一環として、

海外からバイオ関係企業を招き、か

ずさ国際バイオフォーラムを実施

し、約１３０名の参加を得ました。

改善  

・１７年３月３１日号（第２８号）で、

４，９３０名（社）の方（実配信数）に

配信しました。 

・第２８号までで、募集情報：８１件、

お知らせ：６７件、研修・講習会：１９

２件の他、延べ６６０件の情報を配信し

ました。 

中小企業への

迅速な情報提

供体制の整備

〔 経 済 政 策

課〕  

毎週１回配信し、１７年３月末にお

いて第２８号を発刊しました。 

改善  
「新技術・新製品説明会」 

・平成１５年度から開催し、これまで参

加企業４２社の製品を官公庁等担当者

３７０人余りに紹介しました。 

・１１月１６日に参加した企業の製品が

採用されました。 

「セールスプロモーションちば」 

・当日の商談件数は１１８件で予定した

時間を超える活発な商談が行われ、ま

た、参加した中小・ベンチャー企業のア

ンケート結果では「本事業により、ビジ

ネスパートナーとしてのつながりを持

つことができた」との回答が８０％あり

ました。 

新 製 品 の 販

路 ･市場開拓

への支援〔産

業振興課〕 

・「新技術・新製品説明会」を３回

開催しました。 

①平成１６年８月３日開催：ＩＴ関

連技術・製品 

②平成１６年１１月１６日開催：学

校・社会教育施設向け技術・製品 

③平成１７年３月９日開催：土木工

事向け技術・製品 

・「セールスプロモーションちば」

を２回開催しました。 

①第１回開催事業：平成１６年１１

月１８日 

②第２回開催事業：平成１７年３月

１７日 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

中小企業を支援するＮＰＯと県産業支

援機関との連携事業を推進するための

「取り決め事項」等を定めました。また、

ＮＰＯ６団体とのネットワークが構築

できました。 

ＮＰＯと協働

したベンチャ

ー企業支援の

推進〔産業振

興課〕  

中小企業支援千葉県・ＮＰＯ連携会

議を２回開催 

①第１回会議：平成１６年１０月２

１日（木） 

②第２回会議：平成１７年２月２４

日（木） 
現状維持  

ファンドの仕組みを検討した結果、投資

事業有限責任組合、会社型投資信託、基

金方式等があり、また、そのファンドに

対する出資者として、機関投資家のほか

県内企業や個人投資家などが想定され

ることがわかりました。 

地域企業等に

よるベンチャ

ー企業育成・

支援制度の検

討〔産業振興

課〕  

ベンチャー企業に対する資金支援

の仕組みを経営支援課と３回協議

しました。 

現状維持  
＜戦略的特許取得・連携活用事業＞  
・中小企業知財戦略策定のための専門家

を派遣された１０社は、すべての企業で

知財戦略を策定するとともに新分野進

出に向けた特許取得など、知財戦略を経

営戦略の柱として捉えるようになりま

した。 

・開放特許発表会は、６件が発表され、

コメンテーターからの解説を加えるこ

とで、理解が促進されました。また、発

表会後にそのうちの１件が特許流通に

向けての調整段階にあります。 

・開放特許データベースを構築し、４５

０件の最新データを登録するとともに

CD―ROM を作成、配布するなど、県内中

小企業への流通・促進に向け、利便性の

向上を図りました。 

・模倣品対策弁護士相談は、急増する特

許侵害や模倣品対策の被害を抑えるこ

とができます。 

・特許情報検索端末は、特許情報の検

索・活用の促進に活用されています。 

＜産学官共同研究成果等のブラッシュ

アップアドバイス事業＞ 

・支援した企業において、専門家等のア

ドバイスに基づいた新製品の発売や新

たな販路の開拓が見込まれます。 

産学官連携に

よる知的財産

戦 略 の 推 進

〔 産 業 振 興

課〕  

＜戦略的特許取得・連携活用事業＞  
・中小企業知財戦略策定のための専

門家派遣企業数は、１０社ありまし

た。 

・開放特許発表会は、２社６件の特

許が発表され、内１件は、特許流通

に向けた検討を行っています。 

・開放特許データベースとして、４

５０件が登録され、流通が促進され

ます。 

・模倣品対策弁護士相談は、東葛テ

クノプラザ、知的所有権センターの

２箇所に開設し、延べ１４回を開催

しました。 

・特許情報検索端末は、２箇所に設

置され、特許情報の検索等に活用さ

れています。 

＜産学官共同研究成果等のブラッ

シュアップアドバイス事業＞ 

・５社に対し、デザインの専門家を

延べ４人、ＮＰＯ法人から延べ５６

人を派遣し、「売れるものづくり」

のための支援をしました。 

拡大  



戦略１ ２１世紀のちば経済活性化戦略の展開 

 

 6

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

本県 IT 産業の拠点といえる幕張地区で

本事業を実施した結果、IC カードやお財

布携帯電話が使用できる環境の整備や

地域のイベントをインターネットによ

りライブ中継する仕組みの導入が検討

されるなど、実証実験を契機に民間の需

要を導くことができました。 

幕張臨海アジ

ア経済都市地

域の形成〔産

業振興課〕 

当初予定どおり２件分の次世代 IT

の実証実験を支援しました。 

現状維持 

・コンビナート企業、袖ケ浦市と連携し、

国に特区申請を行い、認定されました。

・新たな規制緩和の提案を２件行いまし

たが、却下されました。 

・新たな規制緩和項目の追加変更認定申

請を行いました。 

特区構想の推

進などによる

規制緩和の促

進〔企画調整

課〕  

・京葉臨海コンビナート特区推進委

員会を２回実施しました。 

・追加変更認定申請を行うための研

究会等を７回実施しました。 

現状維持  
・国の競争的資金に１件採択され、国か

ら研究費約８０，０００千円（１６年度

分）獲得 

・かずさバイオ共同研究開発センターの

整備については１７年４月竣工予定と

なりました  

かずさバイオ

コンビナート

構 想 の 推 進

〔 産 業 振 興

課・企業立地

課〕  

・国の競争的資金について２件を提

案しました。 

・かずさバイオ共同研究開発センタ

ーの整備を進めました。  

改善  
・３件のプロジェクトについては、地域

や社会の課題・ニーズに対応した社会的

システムづくりに貢献するものを採択

することができました。 

・３件のプロジェクトについては、実証

実験を行い、それぞれビジネスモデルを

構築することができました。一方で、そ

れらのモデルはより一層の精緻化が必

要であることもわかりました。 

・かずさ国際バイオフォーラムの実施に

より、参加企業はバイオ分野のビジネス

モデルに関する知見を深めることがで

きました。  

千葉県型の新

たな産業の定

着・育成〔経

済政策課〕  

・本事業のコーディネートを外部の

専門的知見を有する団体に委託し

ました。 

・新産業の種まきのためのビジネス

モデルを公募し、３件のプロジェク

トを採択し、助成を行いました。 

・新産業ソーイングの一環として、

海外からバイオ関係企業を招き、か

ずさ国際バイオフォーラムを実施

し、約１３０名の参加を得ました。 

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

外資系企業スタートアップセンター

(FASuC)への入居を含め、４件の県内立

地と１件の進出決定が実現しました。  

外資系企業の

戦略的誘致の

推進〔企業立

地課〕  

・「ちば投資サポートセンター」を

設置し、対日投資アドバイザー等

（４名）を配置しました。 

・外資系企業に対する情報提供、ア

ドバイス等（延べ２０４件）を実施

しました。 

・英文ＰＲパンフレット「Business 

in Chiba」及び「ちば投資サポート

センター」のホームページ（日本語

及び英語）を作成しました。 

・ホームページからＥメールマガジ

ン（延べ 930 件）を発行しました。 改善  

・関係者間で情報の共有化が図れ、課題

と検討（対応）方向の共有化と明確化が

図られています。 

・海浜幕張駅から千葉マリンスタジアム

のある幕張海浜公園にいたる周辺地域

を対象として、賑わいづくりが始められ

ています。 

・見浜園の新たな活用方法について、関

係企業の協力のもと試行を交えた検討

が始まりました。  

地域産業強化

のための公共

事業の重点的

整 備 の 促 進

〔 経 済 政 策

課〕  

内部及び外部の関係者、関係機関と

の合意形成に多くの時間を費やし

ているものの、その後の事業展開に

あったては、十分な協力と連携を図

りながら、関係者、関係機関が時間

及び費用面を勘案のうえ、各自ので

きる事項から的確に進めています。 

現状維持  
国内外の企業

関係者に魅力

的な教育環境

等の整備〔企

画調整課・企

業立地課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜かずさアカデミアパークにおける

生活環境の整備＞  
・平成１５年度に策定した研究者向

け居住施設のモデルプランを踏ま

え、研究者等とその家族に対し快適

な居住環境を提供できるよう努め

ています。 

・民間資本を活用し、かずさアカデ

ミアパーク内に「研究者等長期滞在

施設」の整備を進めました。 

【施設概要】 

居住棟２棟【戸数 （１Ｋ） ２４戸】

{机、椅子、冷蔵庫、洗濯機、ＴＶ、

電子レンジ等備え付け} 

エントランス棟（多目的スペース、

・「研究者等長期滞在施設」をアカデミ

アパーク内に整備することにより、研究

者等が時間に拘束されずに研究等に専

念できる環境を提供できます。 

・「研究者等長期滞在施設」は什器等生

活用品が備え付けのため、研究等の急な

異動に対応することが可能となります。

・庁内検討会議によりｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ設

置に向けた課題について明らかにする

とともに、事業候補者及びｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰ

ﾙの設置について検討を進めている地元

市との協議を通じて、設置形態や事業候

補者等に関する具体的な検討に着手す

ることができました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

厨房等） 

駐車場３０台、駐輪場（屋根付）１

２台 

＜国際教育環境等の整備推進＞ 

・庁内検討会議の開催：全３回 

・地元市との協議：全４回 

・事業候補者との協議：全２回 

・既存ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙの視察：全１

回  改善  
来場者数は、３３，７７２人（政策目標

２０，５００人)、新規登録者数も、１

４，２３５人（政策目標１１，０００人)

を大きく上回り、就職を含む進路決定者

数も、４，１９８人となり、当初の評価

基準であった政策目標の４，３００人の

８割を超える成果を上げることができ

た。  

若年者向け就

業支援センタ

ーの設置〔経

済政策課・雇

用労働課・産

業人材課〕  

・個別カウンセリング 延べ７，０

５７人（初回は１時間程度、次回以

降は３０分が基準） 

・セミナー等実施２３８回（就職活

動スキルセミナー１５６回、情報提

供系セミナー８２回）（参加者 延

べ３，０７０人）  
・求人フェア（センターにおける平

日以外のサービス提供）２回（６４

０名が利用） 

・市町村と連携した個別相談・セミ

ナーの実施１６回（参加者２０３

人）  現状維持  

このコースを修了したことにより、４名

(平成１７年３月末現在)就職できまし

た。 

二元（デュア

ル）型訓練の

導入〔産業人

材課〕 

・コース名「リフォームプランナー

養成科」 

・定員２０名で募集し､入校者１５

名､修了者１１名でした。 拡大 

新規高卒予定

者就職支援事

業 の 拡 充

〔（教）指導

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

・就職セミナー・カウンセリング

１０２回 

・求人開拓 ６６２件 

・フォローアップカウンセリング

４０回 

・延べ参加生徒１９９０名 実数９

８１名 

・参加者の内定者数５８４名（内１

６３名本事業の開拓企業による」 

 

 

 

・内定率の向上：平成１７年３月公立高

等学校卒業者内定率９１．６％（前年同

期９０．８％，０．８ポイント向上） 

・求職者（生徒）については，セミナー・

個別カウンセリング・適職診断等をとお

して，より具体的な進路（就職先）の絞

り込みができました。このことにより，

いわゆるミスマッチの解消も可能とな

りました。 

・就職，進学を絞り込めない生徒につい

ても，一連の活動をとおして，自己の適

性を再確認するとともに，自信が生ま
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

れ，就職若しくは進学への意識の高揚が

図られ，高卒無業（フリーター）への防

止策となる効果がありました。 

  

休止・廃止 

＜障害者就業支援事業＞ 

①就労者数４６名 ②相談件数２，３４

９件 ③センター内実習訓練２１０名

（身体６名、知的１９２名、精神１２名）

④企業内実習訓練２７名（精神２名、知

的２５名） ⑤企業支援１６社 ⑥求人

開拓業務６８社 ⑦企業内ジョブコー

チ育成９名 ⑧広報啓発セミナー５２

回 

＜障害者ＩＴ訓練就業促進事業＞ 

基本ソフトの習熟や情報統合管理シス

テムの習得､マーケティング等の訓練を

４５４時間実施しました。 

＜船橋高等技術専門校施設改修事業＞

車いす等を使用する障害者を受け入れ

るためのバリアフリー化を図ることが

できました。  

障害者就業の

総合的支援体

制の確立〔雇

用労働課・産

業人材課〕  

＜障害者就業支援事業＞ 

NPO 法人に委託し、「障害者就業支

援キャリアセンター運営事業」を以

下の体制で行いました。  
・配置職員：職場指導員（１５名）、

コーディネーター（２名）  
・内容：障害者と企業のパイプ役と

して、障害者の職場適応、生活習慣

の変化への対応等について支援す

るとともに、職場における障害者へ

の接し方について理解を深め、相互

の人間関係の安定を図りました。  
＜障害者ＩＴ訓練就業促進事業＞ 

・障害者技術専門校にパソコン４０

台を配置し、LAN を構築しました。

＜船橋高等技術専門校施設改修事

業＞ 

・エレベーター設置、段差解消改修、

障害者用トイレ設置等の工事を実

施しました。  
現状維持  

＜特例子会社設置促進事業＞  
①延べ訪問企業数２７５社 ②セミナ

ー実施回数８回（延べ４６名参加） 

③平成１６年度に県内で特例子会社２

社が認定され、平成１７年度は５月に１

社が認定されました。さらに１社が３月

に設立しています。（この会社は平成１

７年１０月操業を目指しています。） 

・１５年度末の県内特例子会社数３社 

・１６年度末の県内特例子会社数５社 

・１７年度に認定予定     ２社 

＜障害者就労モデル事業＞ 

協力企業等の公募の結果、６つの企業

から応募がありました。  

企業における

障害者雇用の

促進〔障害福

祉課・雇用労

働課〕  

＜特例子会社設置促進事業＞  
・特例子会社設置促進員を配置し、

積極的な企業訪問を行いました。  
・セミナーを開催し、特例子会社の

メリットや障害者就業のノウハウ

について講演を行いました。 

＜障害者就労モデル事業＞ 

・無償でノウハウを提供する協力企

業等の公募を行いました。（H16.6.1

～H17.1.14） 

・経済紙等５紙に協力企業等の公募

広告を掲載しました。（H16.12.16～

H16.12.22）  

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・就業支援講習会による効果：就業実績

４２人（うち常勤１５人、非常勤２７人）

・就業相談事業による効果：就業実績１

１９人（うち常勤２１人、非常勤７８人、

その他２０人） 

・自立支援教育訓練給付金事業対象者３

人、高等技能訓練促進費事業対象者４人  

女性の起業・

就業支援の拡

充〔児童家庭

課・経営支援

課〕  

・就業支援講習会：ホームヘルパー

２級・パソコン講習会を各２回実施

（計４回実施：１２月終了）受講者

５８人 

・就業相談事業（８月１日無料職業

紹介許可）：就業相談延べ３４１件、

求職登録２８５人、求人登録４８

件、就職情報提供９件、職業紹介３

件 

・自立支援教育訓練給付金事業、高

等技能訓練促進費事業、常用雇用転

換奨励金事業  拡大  

シルバー人材センターの県全体の状況 

 
会員数 契約金額 

連合加入

団体数 

15 年度 23,828 94 億円 51 

16 年度 24,295 99 億円 51 

※時点は末現在。数字は実績値。連合加

入団体には、任意団体を含みます。  

高齢者の就業

支 援 の 拡 充

〔 雇 用 労 働

課〕  

平成１６年度は、１０市町に５，５

００千円、（社）千葉県シルバー人

材センター連合会に５，０００千円

の補助を行いました。  

改善  
＜県民再就職支援センターでの相談対

応＞ 

１．平成１６年度利用者件数 

①千葉／東葛飾センター：２，２９０件

（来庁１，５５２件／電話７３８件） 

②移動相談室：１９７件（９ヵ所合計）

２．就職決定者数１００名 ※就職決定

通知ハガキの送付があった数 

＜ハローワーク松戸での再就職支援セ

ミナーの実施＞ 

受講者数 約１，０００名 

※アンケート回収数(８６３名) 

県民再就職支

援センターの

機能拡充〔雇

用労働課〕 

＜県民再就職支援センターでの相

談対応＞（職員配置） 

※予定どおり配置 

①千葉センター：キャリアカウンセ

ラー１名（週３日）／相談員２名（週

５日） 

②東葛飾センター：キャリアカウン

セラー１名（週３日）／相談員２名

（週５日） 

③移動相談室：９市を巡回（各会場

で３～４日間開催）キャリアカウン

セラー１名／相談員２名 

＜ハローワーク松戸での再就職支

援セミナーの実施＞ 

①６月から３月まで（１２月、１月

を除く）の８ヶ月間で計２４回開講

②講師は、東葛飾センターのキャリ

アカウンセラー 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・インターネット職業紹介システムの導

入により、求職者登録者数が前年度に比

べ３２％、紹介件数が２０％増加しまし

た。（新規求職者数１５年度：３，２２

６人、１６年度：４，２４５人）（紹介

件数１５年度：８８０件、１６年度：１，

０５４件） 

・１，０５４人を福祉施設等に紹介し、

うち３７８人が就職しました。 

福祉サービス

産業への就労

支援〔健康福

祉指導課〕  

①人材バンク事業：相談・斡旋・紹

介業務、求人情報誌の発行、インタ

ーネット職業紹介 

求職者：４，２４５人（インターネ

ット１，６５１人） 

求人：２，６９５人 

②就職説明会事業：就職フェア・イ

ンちばの開催（２回  参加者：

２，３１０人）、福祉のしごと就職

ガイダンス（７月 参加者：４８６

人） 

③講習会開催事業：福祉のしごと実

践学習会（２回 ８名） 

④広報啓発事業：福祉インフォメー

ションの作成等(インフォメーショ

ン５，０００部、パンフレット

３，０００部) 

現状維持  

・キャリアコンサルタント２名の配置に

より、職業適性、キャリア形成等の相

談・情報提供ができました。また、ホー

ムページの開設により各種情報提供が

強化されましたが、インターネットを利

用した相談は実現に至りませんでした。

・再就職支援委託訓練事業においては、

顧客マネジメント科は定員４０名に対

し入校者３３名､修了者３２名でした。

一方、中核人材養成事業は申込者１名の

ため中止となりました。また、就業・就

農等支援訓練事業は定員２０名に対し

受講者４名、修了者３名でした。  

高等技術専門

校の再編によ

る職業能力開

発支援の拡充

〔 産 業 人 材

課〕  

・ちばキャリアアップセンター相談

コーナーの相談件数は来所相談者

５１７名、電話相談１８９件ありま

した。また、情報提供等を３５３件

行いました。 

・再就職支援委託訓練事業は、入校

者３７名、修了者３５名でした。 

・高等技術専門校再編による我孫子

校の訓練科目新設（造園科１年コー

ス）に伴う実習場等の改修工事を行

いました。  

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

＜仕事を知る、体験してみるプログラム

＞ 

・各団体傘下の事業所の大半が小規模事

業者の集まりであり、人手に余裕がない

のでネットワーク作りに参加すること

は難しい状況であること。また、コーデ

ィネートする体制を作り上げる必要性

があることから、事業実施に至りません

でした。 

＜高校生インターンシップ推進事業＞ 

・高校生の職業観や勤労意欲の希薄化か

ら，フリーターやニートの問題があり、

仕事に対する意識を形成することが重

要視されています。高校生インターンシ

ップ推進事業は，ものづくりや仕事体験

を通し，早期職業意識の形成を図ること

に効果的でした。また，その情報を提供

するシステムを構築することができま

した。県立高等学校３７校のインターン

シップ推進事業成果を冊子にまとめ，県

下の高等学校のインターンシップ実施

にあたっての指針となりました。  

児童、生徒及

び学生時代に

おけるしっか

りした職業意

識の醸成の促

進〔産業人材

課・（教）指導

課〕  

＜仕事を知る、体験してみるプログ

ラム＞ 

・千葉県職業能力開発協会、千葉県

商工会連合会、千葉県中小企業団体

中央会及び千葉県経営者協会に対

して、協力要請並びに情報収集を行

いました。 

＜高校生インターンシップ推進事

業＞ 

・インターンシップ研究指定を，県

立高等学校３７校で実施しました。

インターンシップ推進事業報告冊

子のまとめを行います。  

改善  
・１２月に千葉県職業能力開発審議会か

ら専門部会報告書が県に対して提出さ

れました。 

・審議会の提言を参考に具体的な方向性

をまとめ、それぞれの立場から実施して

いくための産官学の連携・協力体制を構

築するに至りませんでした。  

産業人材の需

要に応えた職

業能力開発の

た め の 産 ・

学・官のネッ

トワークの構

築〔産業人材

課〕  

・千葉県職業能力開発審議会専門部

会を 6 回開催し、提言についての討

議を行いました。 

・千葉県経済活性化推進会議「産業

人材育成部会」を２回開催し、産業

界､労働界､雇用開発関係団体と若

年者の就業支援に関する意見交換

を行いました。  現状維持  
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戦略２ 観光立県千葉の実現 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

健康づくりと観光を結びつけた新た

な産業モデルの枠組みを構築すること

ができました。  
 ３月末現在の会員数は８名。  
 今後、会員拡大を図り、モデルとして

普及させることで、健康づくりのふるさ

ととしての事業展開及び県内経済の活

性化が図られます。 

首都圏等健康

づくりモデル

事業 /ネット

ワーク（CLUB 

CHIBA（仮称）)

〔健康福祉政

策課、観光課〕 

・有識者(保健医療、観光分野)によ

る選考委員会の意見等に基づいて、

CLUB CHIBA 構築管理及び商品開発

等を担う運営主体を、（株）ジェイ

ティービーに決定し、８月に委託契

約を締結しました。 

・県内拠点として、鴨川及びかずさ

地域を選定し、病院、運動施設及び

宿泊施設等の受け入れ態勢を整備

しました。 

・会員制組織の構築、運営等に関す

る関係者協議を４～３月までに

２３回行いました。 

・１０月から会員募集・宣伝活動を

開始し、募集チラシ（５万部）配布、

東京駅キャンペーン（１０月、３

月）、報道関係者モニターツアー（１

１月、１月：計２２社参加）等を実

施しました。 改善 

岩井の民宿組合組合員を対象として食

活用研究会を実施した結果、岩井民宿で

平成１７年５月～７月の間、当地区で養

殖されているあわびを使った「黒あわび

祭り」を実施することになりました。 

おいしい千葉

を楽しむ仕組

みづくり・旬

のお土産お届

け事業〔観光

課〕  

新規事業であったため、事業手順の

検討や、ノーハウを持つ有効な委託

先の確保等で想定以上の事業量と

なりました。（食活用研究会を６回

開催）  

拡大  
体験王国 ｢ふ

さの国 ｣づく

り〔産業振興

課、観光課、

安全農業推進

課、農村整備

課、水産課、

漁港課〕  

①安房自然学校特区の活性化と自

然学校ネットワークの推進 

・指導者養成講座９回、ネットワー

ク会議７回、イベント・ツアー１１

回、ＰＲ用パンフレット３種類、イ

ンターネットによる情報提供、会員

校に対する指導事業等を実施しま

した。 

②グリーン・ブルーツーリズムの推

進  
・房総体験大使では、当初予定のバ

①安房自然学校特区の活性化と自然学

校ネットワークの推進 

・２６校の自然学校ネットワークが構築

し、連携して観光客誘致に取組むととも

に、会員校のプログラムを魅力あるもの

に高める等の成果がありました。  
②グリーン・ブルーツーリズムの推進 

・都市住民等を房総体験大使として１９

８名委嘱し、県内地域を７回のツアーを

行うとともに、マスコミを対象とした

「房総の魅力アップツアー」を１回行
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

い、ツアーの内容が新聞掲載され、房総

の魅力の広報が図れました。  
・農村公園の体験農園整備では、農業体

験等の交流の場の創設だけでなく、地域

住民自らの手による地域資源の掘り起

こしから施設の管理運営まで住民活動

を通じて地域の活性化が図られました。 
・ブルーツーリズムでは海岸環境整備事

業や漁村コミュニティー基盤整備事業

により漁港における観光基盤施設の整

備が進むとともに、各地域の漁業体験の

取組と連携したスタンプラリーの開催

により、それぞれの参加者に他の取組を

広く紹介でき、漁村への来訪が促進され

ました。  
③おもしろ工場発見！事業 

・企業に対するアンケート調査及び市町

村からの推薦により、県内の魅力的で特

色のある体験可能な工場、研究施設等

を、「おもしろ工場」として発掘しまし

た。 

・ガイドブックの配布やホームページの

公開により、エリア別・見学コース別に

「おもしろ工場」を紹介するなど、職場

体験や社会科見学等に役立つ情報提供

が可能な体制が整いました。 

ス６台を上回り、計７台のバスを運

行しました。 

・農山漁村の魅力アップツアーは当

初予定の３回から１回に減らしま

したが、房総体験大使と合わせ計８

台のバス運行を達成しました。 

③おもしろ工場発見！事業 

・産業関連団体及び市町村を通じた

「おもしろ工場」を選定（５０社）

し、ガイドブック「おもしろ工場発

見！」の作成、配布（５,０００部）

やホームページの作成、公開を行い

ました。 

拡大  

市町村における清掃等美化事業実施状

況が把握できました。（４５市町村で９

２事業を実施中） 

いつでもみん

なが気軽に遊

べる海辺づく

り〔観光課〕 

県内市町村による観光振興の目的

を含む清掃等美化事業実施実績を

調査・状況を把握しました。 

休止・廃止 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

佐原では、リーディング・プロジェク

ト事業により、バリアフリー型トイレな

どを設けた「小江戸・佐原」の町歩き観

光の拠点となる案内・休憩施設が、駅前

にオープンするとともに、観光客の長時

間滞在と団体客の受入れを可能とする

「食」の提供施設の整備が行われまし

た。こうした観光振興に向けた取組を通

じて、空き店舗の活用による中心市街地

の活性化や地元食材の消費拡大のほか、

一時立ち寄り型の観光から回遊型の観

光地への転換が進み、観光消費額の増加

が見込まれるなどの成果がありました。

房総の小江戸

文化発掘〔観

光課〕  

①観光まちづくり支援事業 

・７地域：佐原、南房総、勝浦、岬、

流山、富里、白子 計１００回 

②リーディング・プロジェクト事業

・２地域：佐原、南房総 

現状維持  
リーディング・プロジェクト事業によ

り、佐原では、団体客対応可能な食事処

が創設されるとともに、駅前において

は、軽食なども楽しめる観光案内休憩施

設が整備されました。また、南房総（館

山）では、観光客を対象とした地産地消

を実現する食事処などの観光事業が創

生され、実際に地域住民の雇用機会が生

まれるという具体的な成果がありまし

た。  

地域の特性を

活かした観光

産業企業の誘

致〔観光課〕  

①観光まちづくり支援事業 

・７地域：佐原、南房総、勝浦、岬、

流山、富里、白子 計１００回 

②リーディング・プロジェクト事業

・２地域：佐原、南房総 

 現状維持  
・指定地域に、専門家のアドバイスを受

けながら、地域が主体となって課題解決

や新規事業の展開を図るための組織が

設立されました。 

・勝浦では、専門家のアドバイスに基づ

き「かつうらビッグひなまつり」を展開

した結果、前年対比５９％増の約２４万

６千人の来場者があり、直接需要額で約

２３億円、産業連関表を利用した総額で

は約４５億円の経済波及効果がありま

した。 

観光立県千葉

モデル推進事

業〔観光課〕 

・モデル地域として、佐原・南房総・

勝浦・岬を第１次指定し、その後流

山・富里・白子を第２次指定し、計

７地域を指定しました。 

・指定した７地域に対して、地域の

実情や課題に応じた専門家を計１

００回派遣しました。 

・南房総地域には農漁業体験型観光

拠点・物販施設、域内周遊モデルコ

ースを、佐原にはツーリズムインフ

ォメーションセンターと食の拠点

施設をそれぞれ整備しました。 
 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

千葉県産農林水産物の販売、農林漁業

体験メニューや直売施設等の情報を掲

載したパンフレットを習志野市「日産カ

レスト幕張」を会場に開催された「ふる

さと房総定期市」において、2,000 部の

配布等を実施し、都市部住民への広報が

図れました。  

旬の農林水産

物を発信〔安

全 農 業 推 進

課、水産課〕  

・都市部のイベントに８回（延べ

１１日）に参加しました。 

・県内のグリーン・ブルーツーリズ

ムを紹介するパンフレットを作成

しました。 

・のぼりを作成しました。 

縮小  
・観光みやげ品開発事業では、海辺里の

「サンマ姿寿し」、㈲八佐丸の「とっと

まん」に奨励賞を授与しました。 

・千産の逸品創出事業では、１０社の参

加企業が現在商品化を目指しているが、

既に㈱オランダ家の「ミルフィーユ（苺

ホワイトチョコ）」は商品化されました。

千葉の逸品を

売り出す事業

〔観光課〕 

・千産の逸品創出事業は新規事業で

あったために、事業手順の検討や、

ノーハウを持つ有効な委託先の確

保等で，想定以上の事業量となりま

した。 

・観光みやげ品開発事業では事業説

明会、みやげ品開発計画の募集、開

発計画の発表会を各１回開催しま

した。 

・千産の逸品創出事業では、逸品開

発スクールを７回開催しました。 改善 

①ちば観光プロモーション協議会の設

立 

②北海道プロモーション 

・冬期間中のゴルフ商品を中心に１１の

新規商品が造成されました。 

・１月に実施した札幌市内での観光プロ

モーションでは、ＮＨＫを含む３局に生

出演し、５つの番組で取り上げられまし

た。 

観光立県全国

キャンペーン

の展開〔観光

課〕 

①ＤＣ協議会・事務局の設置 

・幹事会、総会の実施（年総会１回、

幹事会２回、各部会１回開催） 

②北海道プロモーションの実施 

③首都圏における「千葉」ＰＲキャ

ンペーン（ＰＲ宣伝物の作成、イベ

ントの実施） 

拡大 

もっと千葉を

売り込もう事

業〔観光課〕 

 

 

 

 

 

 

①観光千葉ブランド事業 

・観光展（千葉・両国・東京）、イ

メージアップ小冊子作成１万部、羽

田空港内での情報発信 

②旅フェア参加事業 

・愛知県名古屋市「ナゴヤドーム」、

１６年４月１６日～１８日開催 

 

 

・観光マップの配布 ６３,０００部 

（幕張メッセ「旅フェア」２０，０００

部、海ほたる観光案内所１０，０００部

など) 

・ホームページアクセス数：「ちばの観

光まるごと紹介」約３８万件 

・海ほたるでの観光案内件数：５,５５

４件（うち土、日、祝日２,６８３件）
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③観光キャラバン隊派遣事業 

・中部、近畿地方１回、東北地方１

回実施 

④もっと千葉を売り込もう事業 

・観光マップ、ホームページの管

理・運営、海ほたる観光案内所の運

営、観光アドバイザー派遣、新たな

観光コースの策定・売り込み、観光

と物産展への参加など 改善  

・韓国、台湾において、旅行ツアーが造

成されました。 

・韓国の一般紙、雑誌、台湾の雑誌に本

県観光について記事掲載されました。 

海外向け誘客

事業〔観光課〕 
・韓国国際観光展（ＫＯＴＦＡ）出

展（6/3～6） 

・台湾国際観光展（ＩＴＦ）出展

（11/18～21） 

・成田国際観光モデル地区インバウ

ンドツアー(韓国)（11/4～6） 

・海外エージェント対象インバウン

ドツアー(台湾) （11/28～12/2） 

・海外雑誌等へのパブリシティ（台

湾）（1/19～23、2/19～23） 

※インバウンドツアー：一般的には、外

国からの訪日旅行を言いますが、本事業

では、海外の旅行会社、メディアを招請

して、観光資源（観光施設、宿泊施設な

ど）を視察、取材してもらい、旅行商品

の造成、新聞雑誌への掲載を図ることを

目的として実施しました。 
拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・成田空港利用者や空港関係者などから

の情報収集及びモニターツアーの実施

により成田空港を利用する外国人観光

客に関するデータが得られました。 

・国土交通省が主催するキャンペーン

「YOKOSO！ JAPAN WEEKS」を連携し、テ

レビ５局、新聞５社に照会されるなど、

成田空港周辺観光のＰＲに貢献しまし

た。 

外国人観光客

の受入体制の

整備〔観光課〕 

・成田国際観光モデル地区ウェルカ

ムカード付観光マップ５０，０００

万部作成、配布 

・外国人受入体制整備研究会（１回

実施） 

・成田国際観光モデル地区ボランテ

ィアガイド研修会（１回実施） 

・成田国際観光モデル地区ボランテ

ィアガイド交流会（１回実施） 

・成田国際観光モデル地区インバウ

ンドツアー（１回実施） 

・成田空港利用者アンケート調査

（成田空港 8/7～11、ﾎﾃﾙ 8/2～10、

ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ 10/18～24） 

・成田空港周辺観光モニターツアー

の実施（2/1～28） 改善 

・おもてなしリーダー養成事業では「接

客の心構え」「サービスの基本」「館内基

本動作」などの講習会を実施しました。

・おもてなしの観光地推進事業では「ゲ

ストの期待を超えるサービス」などの講

習会を実施し、原点に立ち返る事ができ

た等好評を得ています。 

・旅館顧客満足度向上事業では、自館の

おもてなしの水準を把握する「利用者ア

ンケートシート」また、その改善をする

ためのチェックシートや着眼点をまと

めた「改善マニュアル」を作成しました。

これらの開発に協力していただいたモ

デル旅館からは、顧客満足度向上のため

の有効なツールが開発されたとの評価

を受けています。 

くつろぎと安

らぎの宿育成

事業〔観光課〕 

・おもてなしリーダー養成事業講習

会 ５回 

・おもてなしの観光地推進事業講習

会 ２回 

・旅館顧客満足度向上事業利用者ア

ンケートの作成 １回、改善マニュ

アルの作成 １回 

・改善マニュアル利用説明会 １回

現状維持 

―
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

観光基盤の整

備〔道路計画

課、道路環境

課、街路モノ

レール課、自

然保護課、港

湾課、河川計

画課、河川環

境課、漁港課、

公園緑地課、

観光課、（警）

交通規制課〕 

①観光に配慮した道路網・自転車

道・自然歩道の整備 

・首都圏中央自動車道、東関東自動

車道館山線、国道３５６号・県道市

原天津小湊線等の整備を実施しま

した。また、我孫子流山、飯岡九十

九里などで自転車道の整備を実施

しました。自然歩道の整備では、首

都圏自然歩道「東京湾を望むみち」

（富津～鋸南）の階段工・転落防止

柵・標識等を整備しました。 

②海洋リゾート拠点の整備等 

・不法係留船舶に対する指導・警告

等プレジャーボート対策を通年実

施するとともに、館山港・名洗港で

海洋性レクリエーション拠点の形

成に向けた事業進捗が図れました。

③県立都市公園の整備(富津公園、

蓮沼海浜公園) 

・富津公園明治百年記念展望塔改修

工事を終了するとともに、富津公園

プールの改修工事、先端護岸調査及

び周辺の緑化を推進しました。ま

た、蓮沼海浜公園プール電気室の建

替えを完了しました。 

④成田空港の魅力向上の推進 

・成田国際観光モデル地区インバウ

ンドツアー、成田空港周辺観光モニ

ターツアーを実施するとともに、ボ

ランティアガイドの研修会・交流会

の開催、観光マップの作成・配布等、

外国人受入体制の整備を図りまし

た。 

⑤道路交通情報の提供事業 

・交通情報板１1 基、情報収集提供

装置 76 基の整備を行いました。 

⑥景観保全型広告整備事業 

・対象地区(我孫子市)の現況把握・

①観光に配慮した道路網・自転車道・自

然歩道の整備 

・東関東自動車道館山線（富津中央（浅

間山）IC～富津竹岡 IC 間）の完成。 

・我孫子流山自転車道線９．４ｋｍが完

成｡ 

・街路･･･十余二船戸線、大畔駒木線、

中野畑沢線、二間塚大堀線は、予定どお

り工事を実施。三輪野山駒木線、中野畑

沢線は、当初予定の用地買収を完了。 

②海洋リゾート拠点の整備等 

・不法係留船舶対策では、市川水路で暫

定係留施設の完成に伴い概ね適正化が

図られたほか、旧江戸川で、交渉難航及

び所有者不明等約６０隻のうち、約２０

隻が自主異動する見込みです。 

・港湾の整備では、館山港で工事着手に

向けた所要の調査を実施するとともに、

名洗港では、プレジャーボートの係留桟

橋を新たに整備しました。 

③県立都市公園の整備 

・富津公園明治百年記念展望塔改修工事

の終了により、富津公園の利用者（観光

客）の増加に貢献。 

④成田空港の魅力向上の推進 

・成田空港利用者や空港関係者などから

の情報収集及びモニターツアーの実施

により成田空港を利用する外国人観光

客に関するデータを入手。 

・国土交通省が主催するキャンペーン

「YOKOSO！ JAPAN WEEKS」を連携し、テ

レビ５局、新聞５社に紹介される等、成

田空港周辺観光のＰＲに貢献。 

⑤道路交通情報提供事業 

・南房総等観光エリアにおける交通情報

収集提供装置の整備推進により、来県者

や県民等のニーズに沿った情報提供を

実施。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

⑥景観保全型広告整備事業 

・我孫子市では、市独自の景観条例によ

る建築物等の色彩などを誘導しており、

本地区指定により、屋外広告物について

も建築物等と一体となった景観の誘導

が図れることとなりました。 

⑦ユニバーサルツーリズム促進事業 

・学識経験者、障害を有する方々及び先

進地での実践者などからなる専門委員

会を設置し、「千葉県発のユニバーサル

ツーリズム」の基本的な方向性を示しま

した。 

 

 

 

 

 

分析を踏まえて整備地区基本方針

の検討を行い、素案のパブリックコ

メントを実施。千葉県屋外広告物審

議会に諮問し、原案どおりとする答

申を受けました。 

⑦ユニバーサルツーリズム促進事

業 

・千葉県ユニバーサルツーリズム事

業委員会を開催するとともに、海水

浴、花摘みといった千葉県の典型と

呼べる観光タイプを抽出し、タイプ

ごとに代表的な観光地を選定した

上で、モデル地区として設定しまし

た。さらに、その調査及び、特に３

つの主要モデル地区について課題

を抽出するため、視覚障害者・外国

人等からなる参加者により現地視

察を行うモニターツアーを実施し

ました。 

拡大 

・市町村における清掃等美化事業実施状

況が把握できました。（４５市町村で９

２事業を実施中） 

・主要観光地に至る道路景観について、

案内看板のあり方、沿道の効果的な植栽

方法等、今後検討していくべき課題を得

ることができました。  

観光環境保存

のための規制

を検討〔観光

課、関係課〕  

・県内市町村による観光振興の目的

を含む清掃等美化事業実施実績を

調査・状況を把握しました。 

・主要観光地に至る道路沿道の景観

について移動環境実態調査を実施

し、有識者の意見を聴取しました。 

拡大  
「観光立県ちば推進ビジョン」の策

定・公表により、全県的な観光振興に取

り組むための方向性を明らかにするこ

とができ、併せて、「観光立県ちば推進

協議会」の開催を通じて、県内の観光関

連事業者、交通事業者、経済団体等との

連携体制が構築できました。  

全県的な中長

期的観光構想

の策定〔観光

課、戦略プロ

ジェクト推進

室〕  

・「観光立県ちば推進協議会」を２

回開催しました。 

・「観光立県ちば推進ビジョン」を

パブリックコメントを経て策定し

ました。 

・「観光立県ちばシンポジウム」を

１回開催しました。  
拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

地域活性の企画案が１２案作成され、そ

のうち、「岩井体験村地域間交流の拠点

づくり」（富山町）、シーカヤックやビー

チコーミングなどを素材とした自然体

験（冒険）ツアーを企画した「Capeside 

Cｈallenge」（館山市）の２案が実現可

能となっています。また、観光地相互の

ネットワークが構築されました。 

「ふさの国観

光みらい塾」

の開設〔観光

課〕 

講座を８回実施しました。 

・開講式（１回） 

・地域づくりの視察（３回） 

・地域づくりの企画（２回） 

・地域づくりの実践（２回） 

現状維持 

宿泊施設以外にも、レストラン・観光施

設等様々な業種からの相談に答えるこ

とができました。  

観光産業経営

アドバイザー

派遣事業〔観

光課〕  

・事業パンフレットの作成 １回 

・パンフレットの送付 2,067 通 

・アドバイザーの派遣  １６社

（２０日）  現状維持  
観光立県千葉の実現を図る上で重要

な要素のひとつである宿泊施設や観光

施設の増改築等により、受入体制整備を

促進し、宿泊滞在型観光の振興を図る一

助となっていると考えます。 

利子補給を行うことにより、観光事業

者の投資意欲を喚起していると考えて

います。  

観光事業者向

けの資金融資

制 度 の 創 設

〔観光課、経

営支援課〕  

平成１６年１０月２９日に制度を

開設。 

・問合わせ件数：６０件以上 

・観光施設整備計画申請件数４件

（うち、４件全て承認）  

現状維持  
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戦略３ 日本一の安心農産物「千葉ブランド」の確立 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
１ グレードアップ産地育成普及活

動推進事業 

・産地育成と生産履歴記帳の推進によ

り、トレーサビリティシステムの構築

に向けた気運の醸成が図られました。

２ 輸入品に負けない「美味しい」農

産物の生産対策事業 

・栽培実証により干潟かぼちゃや大豆

小糸在来が、加工試験によりブルーベ

リーやいちじくが地域特産品として

の評価がえられました。 

３ 米粉利用技術確立と普及に関す

る調査研究事業 

・米粉を利用した加工技術の検討を契

機に、県内の女性起業家から、米粉を

使った新たな加工品の開発に取り組

む気運が高まりました。また、他部局

との情報交換により課題の明確化と

共有が図られました。 

安全・安心を

基本とした創

意工夫による

個性豊かな産

地の育成〔農

業改良課〕 

１ グレードアップ産地育成普及活動

推進事業 

・１０か所の農林振興センターが、

１４か所の対象地域において、生産履

歴記帳・表示・公開の推進に係る説明

会、検討会、研修会等を開催しました。

２ 輸入品に負けない「美味しい」農

産物の生産対策事業 

・開発検討会の開催２０回、現地検討

会の開催２０回、栽培・加工講習会の

実施１０回 

・栽培試験展示ほの設置、加工試験の

実施等１０ヵ所を行いました。 

３ 米粉利用技術確立と普及に関する

調査研究事業 

・加工技術開発研究会の開催５回、米

の製粉に関する検討会の開催２回、米

加工品の試食会開催３回、先進地事例

調査２カ所を行いました。 

 拡大  
農業者団体自らの考えによる、安全・

安心を基本とした特色ある農産物の

生産、新たな産品づくり・加工品の開

発などの取組みを促進・支援すること

で、多様な産地づくりが推進できまし

た。  
 

産地及び農業

者の創意、工

夫を活かすた

めの公募型総

合支援制度の

創設〔生産振

興課〕  

・「千葉ブランド」産地総合助成制度に

応募のあった３５事業主体の「千葉ブ

ランド」産地づくりの提案を総合的に

支援しました。 

・産地活性化チャレンジ事業 １６事

業主体 

・「千葉ブランド」産地づくり支援事業

２３事業主体 現状維持  
窓口である農林振興センターに具体

的な相談が３３５件ありました。  
 
 
 
 
 

経営・技術・

融資等に関す

る相談と支援

を行う ｢農業

経営相談・支

援窓口 ｣の常

設 [農業改良

課〕  

１ 相談窓口の設置  
・農業者等からの相談を受け付ける窓

口を、各地域農林振興センターの地域

振興課内に常設し、専任の職員を置き

ました。  
 農業経営相談・支援窓口の設置 

県内１０箇所（各地域農林振興セン

ター） 現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

農業の雇用の

促進、新規参

入の促進､民

間の活用〔農

林水産政策課  
農業改良課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 農山漁村男女
と も

に参画いきいき支援

事業  
・懇話会を９月８日に開催しました。  
・女性ネットワーク活動への支援を行

い、ネットワークリーダー会議３回、

ネットワーク会議・研修会１回開催し

ました。  
・リーダー研修を４地域、チャレンジ

セミナーを３地域で開催しました。  
・農山漁村男女共同参画推進会議の運

営し、推進会議３回、幹事会２回、地

区担当者会議２回開催しました。  
・県内各地域で啓発活動を実施しまし

た。（１０回）  
・市町村担当者会議を２回開催しまし

た。（男女共同参画・家族経営協定）  
２ 千葉新規就農等支援事業（再掲）  
①新規就農支援体制整備  
・新規就農相談センター設置要領策定

に伴う説明会を開催しました。 

・就農計画認定委員会を３回開催し、

１４名を認定しました。 

・就農希望者と求人希望農業法人によ

る合同面接会を３回開催し、４７名が

参加しました。 

・新規就農促進研修会を開催し、１４

名の新規就農希望者が参加しました。

②アグリ・チャレンジファーム整備事

業  
・所在地 東金市油井１０４８番地 

・施設概要 

敷地面積 約０．８２ｈａ 

a 管理施設（木造平屋１棟､７４.５

㎡、トイレ含む） 

b ふれあい農園（小区画（３０区

画）、大区画（１０区画）、福祉区

画（１区画）） 

c 実践農園（露地ほ場（３区画）、

１ 農山漁村男女
と も

に参画いきいき支

援事業  
市町村や関係団体に対する啓発を

行うとともに、農林水産業に携わる女

性の社会参画を推進するための組織

である「千葉県農山漁村女性団体ネッ

トワーク」や「千葉県女性農業委員の

会」に対する支援を行ったことによ

り、女性の農業委員が２人、ＪＡの役

員が５人、漁協の役員が１人増え、さ

らに一部地域では女性団体のネット

ワーク活動の動きが見うけられるよ

うになりました。 

２ 千葉新規就農等支援事業（再掲） 
①新規就農支援体制整備  
新規就農相談センターを設置した

ことにより、１８８件（１月末）の相

談がありました。  
１８８件の相談のうち、５名の方が

就農計画の認定を取得しました。  
②アグリ・チャレンジファーム整備事

業  
アグリ・チャレンジファームを整備

し、１７年８月から運営が開始される

こととなりました。 

３ 構造改革特区 

農業の構造改革特区を活用した、民

間企業やＮＰＯ法人等の農業への参

入の促進により、農業の担い手の確保

や遊休農地の有効活用、地域の活性化

が図られました。  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 
 
 

 
 

ハウス圃場（３区画） 

d その他（駐車場（２８台）、散水

施設、給排水施設、防護柵、管理

用品等） 

３ 構造改革特区 

・有機農業推進特区の推進：２地区（山

武町、白浜町） 

・ＮＰＯ活動推進特区の推進：１地区

（大網白里町） 現状維持  

２回の見本市を通じて、他の百貨

店・スーパーでの一般消費者向けの

フェア開催の要望、ギフトでの取扱

い、催事への出展要望等新たな販路が

開拓されつつあります。 

これまで出荷規格に該当しないた

め市場等に出荷できず、自家消費や廃

棄処分せざるをえなかった規格外の

地域特産農産物を、加工し販売形態を

研究することで新商品を開発できま

した。 

新商品を開発するのに予想以上の

期間を要することがわかり、計画的、

継続的な企画開発の必要性が認識で

きました。 

流通から販売の分野までの農業以

外の異業種分野との連携、協力によっ

て生産技術、生産体制にも変化が生ま

れました。 

新たな事業の

創生 ､食品産

業への参入・

連携強化〔生

産振興課〕  

食品産業関係者に対し、県産農林水

産物やその加工品に関する情報提供を

行い、新販路拡大や新商品開発に結び

つける目的で、商談会を２回開催しま

した。 

県内の７地域８団体が、異業種の専

門家や企業の強力のもとで新たな品目

の栽培や、農産物加工品開発、販路開

拓、販売促進活動等アグリビジネスに

着手しました。 

拡大  
ちばエコ農産

物産地拡大運

動の展開〔農

業改良課  
安全農業推進

課、生産振興

課〕  

１ 「ちばエコ農業」産地拡大推進事

業  
各農林振興センターにおいて下記に

ついて実施しました。  
・産地拡大計画の作成と販売対策等検

討協議会の開催（１回）  
・現地栽培試験展示ほの設置（１ヵ所）

及び現地検討会の開催（２回）  
・先進地視察研究会の開催（１回）  

１ ちばエコ農業の取組では､昨年度と
比較し、栽培計画承認品目数が１７品

目増の５１品目、産地指定数が２３地

区増の６４地区、申請戸数が８９０戸

増の２ ,７５５戸､栽培面積が８０４
ha 増の１，９１３ha となりました｡ 
２ ちばエコ農業の技術確立では 

・トンネルスイカで、ちばエコ基準を

達成できる技術を実証しました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ニホンナシで初めて農家段階で認証

を受け、技術を実証しました。 

・ハウスインゲンで、ちばエコ基準を

達成できる技術を実証しました。 

・抑制トマトで、困難性は伴うものの、

栽培に関する技術確立をしました。 

・ホウレンソウでは、突発的病害虫発

生に留意することで、達成できる技術

を明らかにしました。  
３ 環境にやさしい農業への取組で

は、土づくり、減農薬・化学肥料に取

り組むエコファーマーの認定推進を

図った結果、３４３人が認定され、合

計７９８人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

２ ちばエコ農業推進実証試験事業  
ちばエコ農産物として認証が少ない

５品目について試験を実施しました。  
また、実施した各品目について栽培

マニュアルを作成し、技術資料としま

した。  
３ 「ちばエコ農業」推進事業  
①制度運営 

・推進委員会の開催 ２回 

・審査委員会の開催 ４回 

・技術部会の開催 ５回 

・基準見直し検討会３回、見直し品目

１３ 

②応援団育成 ３産地、交流会参加消

費者１８０名 

③販売促進活動 

・｢ちばエコ農産物｣販売協力店:１２４

店舗の登録 

・「千葉ブランド」販売モデル店設置：

４事業主体 

・「ちばエコ農産物フェア」「千産・千

消 見本市」等によるＰＲ活動  
４ 環境にやさしい農業推進事業  
・土づくり、減農薬・化学肥料啓発資

料作成 ４００部   

・減農薬実証ほ設置 １カ所 

・環境にやさしい農業推進対策事業実

施（土づくり、減農薬・化学肥料に必

要な資材の助成）：７地区 

・土壌診断実施の助成 ２，５１８点

・「環境にやさしい農業取り組み事例

集」作成 ２，０００部 

・亜硝酸・硝酸性窒素分析機器導入

１セット、分析点数 １，２００点  拡大  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  

１ 県産農産物生産履歴記帳運動推

進事業  
 県産農産物のトレーサビリティの

構築に向けて、その基本となる生産履

歴（栽培経過、施肥、農薬使用等）を

記帳することが重要であり、県及び生

産団体が主体となって運動を展開し

ました。 

 地域推進協議会の開催、記帳研修会

の開催、記帳推進指導員の設置をした

ほか、生産管理記帳マニュアルとして

「生産履歴記帳のすすめ」を作成し、

関係機関等を通じて県内全農家に配

布し啓発活動を行いました。  
 その結果、ほとんどの農家で記帳が

実施されましたが、しかしながら、ト

レーサビリティの構築ができる記帳

までに至っている農家は約６０％程

度と推察されます。  
２ 食の安全安心生産対策事業  
農薬の安全使用の推進にあたって

は、「農薬安全使用研修会」の開催、

農薬使用取締（検査・指導）を実施し、

農薬の安全・適正使用の推進を図りま

した。 

また、農薬の販売・使用時に指導的

役割を果たす農薬管理指導士の認定

研修を開催し､１６年度は新たに１０８

名を認定し、認定者の合計が９６０名

となりました。 

さらに、地域特産物（マイナー作物

等）への農薬登録拡大を図るため、他

県並びに生産団体等と連携を図り、作

物残留試験、薬効・薬害試験に取り組

み、登録拡大の促進を図った結果、  
２２作物３７農薬について登録とな

りました。 

「千葉ブラン

ド」を保証す

る「生産記帳

運動」の展開

〔安全農業推

進課〕  

１ 県産農産物生産履歴記帳運動推進

事業  
・地域推進協議会の開催 １０地区 

（延べ１８回） 

・生産管理記帳マニュアルの作成・配

布 １２０，０００部 

・記帳推進指導員の設置 ５０人 

・記帳研修会等の開催 １４回  
２ 食の安全安心生産対策事業  
・農薬安全使用研修会  ５回開催

１,２０３人 

・ 農 薬 使 用 取 締 （ 検 査 ・ 指 導 ）

１，７５５件 

・農薬管理指導士更新研修会 １回

２６２名 

・農薬管理指導士認定研修会 １回

１１７名受講 新規認定 １０８名 

・農薬登録拡大のための各種試験実施

２３作物 ３８農薬 

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ちば「食への

こだわり」県

民づくりプロ

ジェクト〔安

全 農 業 推 進

課、農業改良

課、水産課、

健康増進課、

学校保健課、

指導課〕  

１ ちば食育活動促進事業  
①ちば「食へのこだわり」県民づくり

プロジェクト推進連絡会議を庁内７部

２４課で設置 

②ちばの食育活動だより３回作成・配

布(ちば食育ボランティア、保育所、幼

稚園、小・中・高等学校、市町村等) 

③食育ボランティア講習会及び情報交換

会を各農林振興センターで開催 

④食育啓発ポスターの写真・標語を募

集し、ポスターを配布(保育所、幼稚園、

小・中・高等学校、市町村、公民館等)

⑤ちば食育サポート企業の募集・登

録・名簿の配布(８１の企業や店舗) 

(ちば食育ボランティア、保育所、幼稚

園、小・中・高等学校、市町村等) 

⑥「子どもと食」を考える－広げよう

ちばの食育－をテーマに食育シンポジ

ウムｉｎちばを開催(千葉市) 

⑦有識者・ちば食育ボランティアによ

る食育懇話会の開催(2/18) 

⑧ちば食育ボランティア(第 2 期)の募

集・登録・名簿作成・配布 

(登録：個人・団体登録者計３，８０３

名)(名簿配布：保育所、幼稚園、小・

中・高等学校、市町村等) 

⑨食育ホームページ「ちばの食育」の

作成・開設､案内チラシの作成・配布(ち

ば食育ボランティア、保育所、幼稚園、

小・中・高等学校、市町村等) 

⑩連携推進会議の開催 １０地域（事

業主体：農林振興センター）  
⑪食育技術研修会 １０地域（事業主

体：農林振興センター）  
食育ボランティアの育成対象者数

５２４名  
２ 小・中・高校生等農業体験受入支

援事業  

・食育シンポジウム会場は定員７００

名が満員となるなど、食育への県民の

関心を高めることができました。 

・食育ボランティア第２期の応募は第

１期を１,１５８名増となる３,８０３

名の登録となりました。 

・「ちば食育ボランティア」に登録さ

れている５２４人の農業者を対象に

講習会等を開催し、小・中学校の総合

学習の場等で「食と農」の重要性や理

解を深めることのできる講師として

育成できました。 

・小中高校生の農業・農村体験研修で

は、１２８名の子ども達が農業や農村

生活を体験し、○夏の暑い中、農作業

を体験することによって、農家の人の

大変さがわかった。○偶然、豚と牛の

出産に立ち会い「命の尊さ・大切さ」

を実感できた。○初めて体験すること

ばかりで疲れたが、充実感があった。

来年も必ず実施してもらいたい。など

の反応があり、農業・農村に対する理

解が深まりました。 

・学校給食を通じたモデル小学校への

県産水産物の食材提供により,子ども

の頃から食育が図られました。 

・料理教室等へのおさかな普及員の派

遣により,消費地の消費者への魚食普

及が図られました。 

・高校生の骨密度測定により、その実

態を把握することができました。ま

た、学校等との連携により、中・高校

生等に対する健康教育を実施し、朝食

推進やバランスのとれた食生活の推

進が図れました。  
・児童は、骨密度調査により自らの骨

量の状況を学びました。 

・児童が骨量の現状を知ることによ
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①農業・農家・農村生活体験宿泊研修

実行委員会の設置・運営  
構成員 地区の指導農業士会、農業

士協会、アグリライフちば等  
内容 受入農家の選定、地区体験プ

ログラムの作成、研修生の募集 

②宿泊体験研修 １２８名の小・中・

高校生等が指導農業士宅６７戸に宿泊

を含めた３日間滞在し、農業・農家生

活体験を行った。   

③地区交流会  研修生と地域農家の

交流会 １０地域  
３ 「おいしい野菜や果物等の選び方」

啓発事業  
個々の農産物のおいしいものの選び

方を冊子の印刷２５，０００部及びイ

ンターネットで紹介  
４ 魚食普及を通じた食育の推進  
①学校給食への食材提供 流山市内の

全小学校(１５校)、(７月：アジ,１０

月：サンマ,２月イワシ) 

②料理教室 消費地で開催される料理

教室や高校家庭科授業におさかな普及

員を派遣 １０回開催 

５ 若年者健康づくり推進事業  
①骨密度測定 ９９０名（５校）、食育

指導者研修会の開催 １６回 参加者

延７４６名 

②若者のための食と健康教室の開催

３２回 参加者延３，０４１名 

③食生活改善推進員研修会の開催 

１７回 参加者数延８３６名 

６ 骨密度調査から始める健康教育推

進事業  
①骨密度測定 

・ 県下２地域の中学校 小学生 

（１，４４０名程度）に骨密度測定 

・次年度は，同じ児童を対象に追跡調

り，骨粗しょう症予防対策の必要性を

理解することができました。 

・骨密度健康対策委員会での検討によ

り、発達段階に応じた指導資料の作成

に努めました。 

・県民及び多数の学校栄養職員がコン

クールに参加することにより，学校給

食に地場産物を活用する意識付けが

図られました。 

・学校給食コンクール献立集を作成・

配付することにより，地場産物の活用

について，学校から家庭へ向けて情報

を発信することができました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

査を予定（中学生については，千葉県

学校給食用牛乳供給事業連絡協議会が

実施する骨密度検査で対応） 

②骨密度健康対策委員会３回開催  

・骨密度検査の問診票の作成 

・結果のとりまとめ 

・骨粗しょう症予防教育の指導内容，

啓発資料の検討 

７ 食に関する指導推進事業  
地域や学校の事情を踏まえ，学校給

食試食会，給食参観，授業参観，「食に

関する講話」等の実施 

８ 食に関する指導事業  
①県下５つのモデル地域で、中学校区

を中心に食育指導推進委員会を組織

し、食に関する指導の充実の具体的な

方策について検討。 

②食に関する指導について学校の授業

だけでなく、家庭でも有効に活用され

るような、小学生むけの学習ノートを

作成。（約３５３，５００部） 

９ 学校給食おける千産千消推進事業  
①千産千消学校給食コンクールの開催

１食献立部門 ７４件 単品献立部

門 １１１件 の応募。 

最優秀賞，優秀賞，入賞献立を表彰

②学校給食コンクール献立集を作成，

配付 約２，５００部 

10 食と心の教育推進事業 

食に関するリーフレットの作成、

配付 ６４９，０００部 

 改善  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
農産物生産・

流通履歴管理

（トレーサビ

リティ）の推

進〔安全農業

推進課、農業

改良課、畜産

課、産業振興

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 「ちばエコ農産物」トレーサビリ

ティシステム推進事業  
①生産履歴情報の関連機器等の整備支

援（補助） 

・２農協に対し、トレーサビリティシ

ステム構築に必要な機器類の導入支援

・サーバー機器、端末パソコン、残留

農薬分析器等 

②県におけるトレーサビリティシステ

ム整備  
・ちばエコ農産物に係る全栽培履歴情

報が公開可能となるシステムの開発  
・当該システムの運用に必要な情報関

連機器を各農林振興センターに整備 

２ IC タグを活用した農産物トレー

サビリティ実験事業  
①生産情報の記録入力手法の構築と実

行段階での検証  
・ＩＣタグの装着手法や流通・販売現

場での読み取り手法の検証・閲覧・確

認機能の検証 等  
実験品目 

メロン（海匝地域）、ねぎ（山武）、

さつまいも（香取）、にんじん（千葉）、

キャベツ（海匝） 

・実験店舗 

県内３店舗・県外１店舗の量販店で

実施 

３ 家畜個体識別情報活用促進事業 

①家畜個体識別システム推進会議及び

飼料抽出検査に関する協議会開催：各

１回 

②飼料購入台帳の巡回点検：１００回

③飼料抽出検査：６０検体 

④普及啓発資料作成：２，０００部 

⑤耳標装着等の励行及び飼料購入台

帳の作成指導：牛飼養農家全戸 

ちばエコ農産物の生産者段階にお

ける栽培履歴情報については、電子化

による効率的な集積が可能となる一

方で、県の段階においては、これまで

の課題であった全栽培履歴情報の公

開が可能となりました。  
本県の主要農産物４品目における、

トレーサビリティへのＩＣタグ活用

を実証し本県の食の安心対策への取

り組みを広く啓発することができま

した。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⑥飼養管理情報データベース構築：県

を入力窓口とするシステムを構築 

４ 豚トレーサビリティモデル構築事

業 

①事業計画説明会の開催 １回、研修

会の開催 ２回 

②豚トレーサビリティモデル構築推進

協議会の開催 ２回 

③情報管理機器の導入への助成  

④生産農家、流通・加工・販売業者へ

の指導 

⑤ＤＮＡを用いた簡易な親子鑑定検査

法の開発のため、所要の試験研究を実

施 

５ 農産物トレーサビリティへの電子

タグ活用事業  
①企業ヒアリング、実施調査 ４８回

（企業４６社、大学２研究室） 

②モデルの構築・機能測定 基本モデ

ルの構築・ＵＨＦ帯を中心に４周波数

の測定 

③産学官連携研究会 ４回（研究会３

回、関連セミナー１回） 改善  
安全・安心の

ための推進体

制の整備〔農

業改良課、漁

業資源課、衛

生指導課〕 

１ ＤＮＡ塩基配列に基づく水稲品種

識別技術の開発 

・コシヒカリ判別キットに適した識別

バンド検出条件の設定をしました。 

・奨励品種におけるコシヒカリ判別

キットでの識別バンドの検討をしまし

た。 

２ 漁場環境総合監視推進事業 

・貝毒調査：年３回、東京湾でアサリ、

九十九里海域でチョウセンハマグリ

を対象に麻痺性及び下痢性貝毒量、貝

毒プランクトンの出現状況調査等を

しました。 

・水質調査：月１回、東京湾内１０地

点で気象、水温、塩分、栄養塩類、Ｄ

１ ＤＮＡ塩基配列に基づく水稲

品種識別技術の開発 

・玄米及び精白米１粒からのＤＮＡ抽

出を検討し、検出限界等を明らかにし

ました。 

・本県奨励品種９品種に新品種「ちば

２８号」を加えた１０品種について、

識別の可否を検討し、「ふさおとめ」

と「ちば２８号」以外は識別できるよ

うになりました。 

２ 漁場環境総合監視推進事業 

・貝毒調査：貝毒は検出されず安全が

確認されました。 

・水質調査：年間を通して異常はあり

ませんでした。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・生物モニタリング調査：汚染を示す

生物は確認されず異常はありません

でした。 

３ 魚類防疫対策事業 

・養殖業における動物用医薬品の適正

な使用の確保が図られました。 

４ 食品安全推進事業 

・対策会議専門部会において、「千葉

県食の安全・安心確保のための基本指

針（案）」及び食品の表示に関する検

討を行い、食品表示の監視指導につい

ては、今後、関係部署との連携を図っ

た監視指導により適正表示の確保を

推進することとしました。 

・食の安全・安心フォーラムには、消

費者や食品関連事業者等３０１人の

参加があり、食の安全・安心確保に係

る啓発等が図られました。 

 

 

 

 

 

 

Ｏ，ＣＯＤ等の水質調査をしました。

・生物モニタリング調査：年２回、富

津市地先で①藻場調査、②底生生物調

査、③底質調査をしました。 

３ 魚類防疫対策事業 

県内の養殖業者が養殖を行っている

１０魚種を対象に薬事法により使用基

準が定められている抗生物質および抗

菌剤について年 1 回計４６検体の医薬

品残留検査を行いました。 

（内訳：抗生物質 ２３検体、フラン

剤 ４検体、合成抗菌剤 １９検体） 

４ 食品安全推進事業 

・千葉県食の安全・安心対策会議を開

催（１７年３月）しました。 

・千葉県食品安全協議会を開催（１７

年１月）しました。 

・食の安全・安心フォーラム in ちばを

開催（１６年１０月 参加者：３０１

名）しました。 

・食の安全・安心レポートを作成し配

布しました（２５，０００×３回）。 

・アレルギー物質を含む食品の検査 

（８０検体：食肉製品、麺類、菓子等）

をしました。 拡大 

千産千消ネッ

トワークの構

築〔生産振興

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千産千消ネットワークを構築するた

め、学識経験者や農業団体、実需者等

による全体的な検討会を３回開催し、

また、各課題別検討会による千葉県の

現状をふまえた課題解決の方向や手法

について４つの課題を各４回開催しま

した。 

 

 

 

 

 

 

千産千消ネットワークの方向性を

まとめたことにより、県内で不足する

機能がわかりました。 

農業者団体である全農千葉県本部

が核となる運営が必要であることが

わかり、集配センター、加工センター、

情報機能の三部門について随時整備

していくこととなりました。 

全農千葉県本部が検討会をきっか

けに実需者であるちばコープとグ

リーンハウスと協力し、商品の販売先

を決めたことで加工センターの整備

に着手しました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

今回の検討会の開催は千産千消

ネットワークを構築するために農業

団体や民間が積極的に動き、自分たち

の組織を上げて取り組むきっかけ作

りとなりました。 

 
 

 

改善  
販売協力店の登録、ちばエコ農産物

フェアの開催等を通じ、「ちばエコ農

産物」を始めとする県産農産物の浸

透、普及拡大が図られました。 

 

 

「千葉ブラン

ド」販売店の

確 保 と 拡 大

〔 生 産 振 興

課〕  

①モデル店事業 

４事業主体（複数店舗）において、

ちばエコ農産物フェア、消費者アン

ケートを実施しました。 

②販売協力店事業 

１２４店舗を販売協力店として登

録、販売協力店１００店舗達成記念イ

ベント実施しました。 拡大  

・都内等でのイベントの開催・出展、

小売店でのフェアやアンテナショッ

プにより、首都圏の多くの消費者に向

けた販売促進活動を行い、モノを売る

だけでなく対面販売で情報も併せて

伝えることで、千葉県産農産物の認知

度の向上につながりました。 

・インターネットショッピングサイト

や宅配便で全国に向けた販売促進活

動を行うことにより、千葉県産農産物

の認知度の向上につながりました。 

千産全消販売

拠点の整備支

援〔生産振興

課〕  

・東京都大手町での全事業主体の参加

による販売促進イベントを開催しまし

た。 

・首都圏エリアのスーパーマーケット

での販売促進フェアを９７店（延べ 

１７９日）で開催しました。 

・東京都池袋ショッピングセンター内

にアンテナショップを出店し、対面販

売による販売促進活動を行いました。

・インターネットショッピングサイト

による全国へ向けた販売促進活動（ア

クセス数２２，１５９件）を行いまし

た。 

・千葉県産をＰＲする包装箱やチラシ

を作成し、直売や宅配による販売促進

活動を行いました。また、東京都大田

区や千葉県幕張地区でのイベントに参

加し千葉県産農産物のＰＲを行いまし

た。 
現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ 卸売市場ネットワーク推進事業  
魅力ある仕組みとするためには、取

扱規模や参加者の拡大が不可欠であ

り、それを実現するため、卸売業者に

事業説明等を行った結果、新たに２社

（京市青果㈱、㈱八街青果食品市場）

の参加があり、取扱規模や参加者の拡

大が図られました。 

２ 農業者と消費者の交流促進活動

支援事業 

農業者と消費者の交流を促進する

ことにより、地域農業や農産物の理解

と認識が深まり、農産物の販路拡大や

有利販売に結び付けるきっかけとな

りました。 

３ 朝揚げ｢新鮮丸ごと千葉のさか

な｣直送推進事業  
実証試験により、銚子と千倉の産地

から消費地の小売店に約 1．7 トンの
朝揚げされた魚を直送することがで

き、その結果、実証試験実施後も試験

実施漁協と小売店との間で、定期的な

取引が行われるようになりました。  

多様な流通経

路の構築〔生

産振興課、農

業改良課、水

産課〕  

１ 卸売市場ネットワーク推進事業  
・運営会議（全体会議、担当者会議、

協議会役員会議）を延べ８回開催しま

した。 

・卸売業者に対する事業説明、参加要

請をしました。 

・システムの効率的利活用に向けたセ

ミナーを開催し、６６名が参加しまし

た。 

・システム操作研修を４回開催しまし

た。 

２ 農業者と消費者の交流促進活動支

援事業 

・農業者と消費者の交流促進協議会

（１０地域）を設置しました。 

・直売シンポジウム（３地域：香取・

山武・長生）を開催しました。 

・地場農産品活用料理講習会（３グルー

プ：千葉・東葛飾・印旛）を開催しま

した。 

・農業者と消費者の交流会（４地域：

海匝・夷隅・安房・君津）を開催しま

した。 

３ 朝揚げ｢新鮮丸ごと千葉のさかな｣

直送推進事業 

・実証試験を１０回実施し、１．７ト

ンの朝揚げされた魚を直送しました。

・生産者、小売業者等で組織する協議

会（委員９名）を１回開催しました。 拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ .｢千葉ブランド｣農産物輸出支援
事業  
見本市での試食やアンケート、商談

会でのバイヤーとの取引から、高品質

でおいしい本県ブランド農産物が海

外で十分評価されることが確認でき

ました。 

しかしながら、輸出農産物と現地同

等品との価格差が大きく、成約には至

りませんでした。  
２ 千葉の植木生産国際化推進事業  

試験輸出は成功し、県下植木産地に

おける本格的な取り組みに向けての

指針となりました。 

海外流通状況調査を通じて、現地に

おける本県産植木の流通の可能性に

ついて情報が得られました。委託調査

により、販路開拓、検疫等の輸出入に

係る法手続き、PR 方法等が報告され、

生産者としての対応方法が明らかに

なりました。 

３ 農林水産品・食品輸出促進事業  

中国・上海市内に店舗を展開する高

級スーパーの総経理、バイヤーを招聘

して商談会を実施し、今後の取引開始

が期待できる引き合いがありました。

テスト輸出では、１１社・団体が参

加し、中国・上海市内の高級スーパー

４店舗に「千葉コーナー」を設置し、

缶詰、菓子、日本酒などを販売、一部

の缶詰や菓子は好評を博しました。 

農産物の輸出

〔生産振興課  
経済政策課〕  

１ . ｢千葉ブランド｣農産物輸出支援
事業  
①海外市場販路拡大、新市場開拓事業  
・中国国際食品・飲料展への出展

(H.16.9.14～17, 42 品目出展) 

・台湾商談会の実施(H.16.11.21～24,

台湾バイヤー等 10 社) 

・ タ イ 日 本 食 品 フ ェ ア へ の 出 展

(H.16.12.8～12, 千葉県農産物等の出

展)など 

②輸出用｢千葉ブランド｣農産物産地対

策等推進事業  
有望と思われる輸出先の調査、法的

規制、費用、販売ルートの調査検討、

物産展の企画等  
２ 千葉の植木生産国際化推進事業  

輸出対象国：オランダ 

輸入対象国：アメリカ 

輸出本数：５１５本 

海外流通状況調査３回 

研究会等の開催６回   

３ 農林水産品・食品輸出促進事業  

研究会：５回、海外バイヤー招聘：

１回（３名）、テスト輸出の実施：１回

（１１社・団体） 

 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ 県産小麦１００％のパンを目指

した小麦品種の選定と栽培法の確

立 

・千葉県に適したパン小麦の有望品種

「ミナミノカオリ」、「ニシノカオリ」

の選定ができました。 

・「ニシノカオリ」は、栽培圃場によっ

ては粗蛋白質含有率が低下し、製パン

性が劣る事例が認められました。 

・パン小麦の栽培に当たっては、適地

に栽培し、粗蛋白質含有率を指標とし

た品質管理が重要であることを把握

しました。 

２ 「千葉ブランド」水産加工品開発

支援事業 

・カタクチイワシを機械で、開くこと

により、衛生的な製品を開発できまし

た。 

・いわしのごま漬を酢の配合を検討し

たことにより、高カルシウムな製品を

開発できました。 

・塩干品の乾燥温度、保存温度を調査

することにより、アレルギー物質であ

るヒスタミンのできにくい条件の把

握ができました。  

「千葉ブラン

ド」食品産業

の 育 成 支 援

〔 農 業 改 良

課、水産課、

産業振興課〕  

１ 県産小麦１００％のパンを目指し

た小麦品種の選定と栽培法の確立 

・農業総合研究センター、千葉製粉株

式会社と社団法人日本パン技術研究所

の共同・委託試験により、育成された

パン小麦の栽培から製粉、製パンまで

の諸特性を把握しました。  

２ 「千葉ブランド」水産加工品開発

支援事業 

・カタクチイワシの天ぷら素材、フラ

イの２品を開発しました。 

・いわしのごま漬の改良品を 1 品開発

しました。 

・塩干品（イワシ、サバの丸干し）の

ヒスタミンの管理基準を確立しまし

た。 

現状維持  
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戦略４ 「健康づくりふるさと構想」の推進 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
健康生活コーディネートプログラム

を活用した健康生活コーディネート

事業を平成１６年１０月から４つの

モデル市町等で実施した結果、参加者

の体力年齢の若返りや生活の質（ＱＯ

Ｌ）の向上が実証され、参加者の９割

以上が本事業への継続的な参加を希

望するなどの成果をあげることがで

きました。 

健康生活コーデ

ィネートプログ

ラ ム 開 発 事 業

〔戦略プロジェ

クト推進室〕 

健康生活コーディネート事業検討

委員会における意見を踏まえ、県民

一人ひとりの健康状態や生活習慣

に合わせた健康づくりを支援する

ための千葉県独自のプログラムを

全国に先駆け開発しました。 

拡大 

各モデル市町において、円滑にモデル

事業を実施することができました。 

健康生活コーデ

ィネート個別提

示事業〔戦略プ

ロジェクト推進

室〕 

４つのモデル市町等の参加者約

５００名に対し、一人ひとりにあっ

た個人別の健康づくりプランを提

示するための新しい健康づくりの

支援体制を構築しました。 

 また、モデル市町における円滑な

事業運営を図るため、県知事が委嘱

をした２３名のモデル市町村等派

遣健康生活コーディネーターを各

モデル市町に派遣しました。 拡大 

健康生活コーディネート情報システ

ムを構築したことにより、参加住民に

関する継続的な健康データの蓄積が

可能となり、健康生活コーディネート

事業の効率的、効果的な運営を図るこ

とができました。 

ちば健康情報デ

ータシステム構

築事業〔戦略プ

ロジェクト推進

室〕 

健康生活コーディネートプログラ

ムをＩＴを活用して提供するため、

健康生活コーディネート情報シス

テムを構築しました。 

 

現状維持 

小型ＩＴ機器を活用した健康生活コ

ーディネート情報システムを構築し

たことにより、事業の効率的な運営を

図ることができました。 

小型ＩＴ機器活

用健康づくり事

業〔戦略プロジ

ェクト推進室〕 

小型ＩＴ機器を活用したネットワ

ークシステムを構築しました。 

 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

健康、観光等の専門家を派遣したこ

とにより、健康生活コーディネート事

業の総合的な推進が図られました。 

また、健康生活コーディネート事業

の開始時に必要な運動器具等の備品

購入費用の一部を助成したことによ

り、モデル事業実施市町の財政負担の

軽減が図られ事業を円滑に推進する

ことができました。 

健康づくり各種

事 業 の 詰 合 せ

（ パ ッ ケ ー

ジ）・市町村提示

事業〔戦略プロ

ジ ェ ク ト 推 進

室〕 

地域の特性に合わせた健康づくり

事業の詰合せ（パッケージ）を提示

するため、健康、観光等の専門家を

派遣しました。 

また、モデル事業実施市町に対

し、健康生活コーディネート事業の

実施に必要な運動器具等の備品購

入費用の１/２を助成しました。  

  

現状維持 

栄養調査や体力測定等の結果から

一人ひとりの生活習慣に合わせた食

生活や運動メニューを提示する手法

が生活改善を促す手法として有効で

あることが確認できました。 

 高脂血症などの生活習慣病予防へ

の効果を具体的に評価するためには、

評価の指標に血液検査等を含める必

要性が確認されました。 

先駆的運動・栄

養指導等支援モ

デル事業〔健康

増進課〕 

①データの収集 

モデル事業として８市町で実施、

３２４名の参加があり、健康アンケ

ート・栄養調査・体力測定を実施し

ました。収集したデータについて、

栄養、運動それぞれの結果から事業

評価を行いました。 

②実施市町村担当者研修会を２回

開催しました。（参加者数延べ５０

名） 
休止・廃止 

事業を実施していないため、成果はあ

りません。 

 

「民間の健康づ

くり事業」公認

事業〔戦略プロ

ジ ェ ク ト 推 進

室〕 

事業の準備段階において、事業の必

要性・有効性などについて再検討し

た結果、事業の廃止を含め見直すこ

ととしました。 

休止・廃止 

事業を実施していないため、成果はあ

りません。 

 

健康づくり通貨

（クーポン）開

発・利用事業〔戦

略プロジェクト

推進室〕 

事業の準備段階において、事業の必

要性・有効性などについて再検討し

た結果、事業の廃止を含め見直すこ

ととしました。  

 休止・廃止 

事業を実施していないため、成果はあ

りません。 

 

「健康づくりふ

るさと構想」公

認ロゴ・グッズ

作 成 支 援 事 業

〔戦略プロジェ

クト推進室〕 

本事業については、事業の必要性・

有効性などについて再検討した結

果、事業の廃止を含め見直すことと

しました。 

休止・廃止 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

収集した情報を出版社に提供するこ

とにより、健康づくり関連の雑誌等に

取り上げられ、健康づくりふるさと構

想のＰＲを図ることができました。 

新聞掲載２１回、雑誌掲載７回、テレ

ビ６回、県民だより２回 

健康づくり情報

誌発行支援事業

〔戦略プロジェ

クト推進室〕 

出版社に各種健康づくりの情報を

提供するために情報収集を行いま

した。 

  

現状維持 

民間と行政との協働体制が構築でき

た結果、事業の効率的な運営を図るこ

とができました。 

 

健康づくり推進

共同事業体（コ

ンソーシアム）

形成事業〔戦略

プロジェクト推

進室〕 

民間と行政の協働により、科学的根

拠に基づく千葉県健康生活コーデ

ィネート情報システムを構築する

ために、千葉県健康づくりコンソー

シアムを設立しました。 

 現状維持 

健康づくりと観光を結びつけた新

たなビジネスモデルの枠組みを、国の

健康サービス産業創出支援事業と連

携を図りながら進めたことにより、構

築することが出来ました。 

 平成１７年３月末現在の会員数は

８名となっています。 

今後、会員の拡大を図り、モデルと

して普及させることで、健康づくりの

ふるさととしての事業展開及び県内

経済の活性化が図られます。 

首都圏等健康づ

くりモデル事業

/ネットワーク

（CLUB CHIBA（仮

称）) 

〔戦略プロジェ

クト推進室、観

光コンベンショ

ン課〕 

・有識者(保健医療、観光分野)によ

る選考委員会の意見等に基づいて、

CLUB CHIBA 構築管理及び商品開発

等を担う運営主体を、（株）ジェイ

ティービーに決定し、８月に委託契

約を締結しました。 

・県内拠点として、鴨川及びかずさ

地域を選定し、病院、運動施設及び

宿泊施設等の受け入れ態勢を整備

しました。 

・会員制組織の構築、運営等に関す

る関係者協議を４～３月までに２

３回行いました。 

・１０月から会員募集・宣伝活動を

開始し、募集チラシ(５万部)配布、

東京駅キャンペーン（１０月、３

月）、報道関係者モニターツアー

（１１月、１月：計２２社参加）等

を実施しました。  
 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①健康と癒しの森整備事業 

・高齢者を対象とした森林効果の検証

と森林療法プログラム（試案）が作成

されました。 

・森林療法を活用する森林コースの設

定、整備方針の検討や森林インストラ

クターの活用を中心とした想定森林

療法プログラムが作成されました。 

・幼児と森林との触れ合いの実態を把

握できました。（森の幼稚園の実践例

の把握） 

・森林インストラクターに対し森林療

法における対象者との係わり方の支

援を行ったことにより、痴呆性高齢者

及び幼児との係わり方が実践されま

した。 

・森林インストラクター等を対象とし

た研修会、講習会の開催により、森林

療法の基礎が学習されました。 

・一般県民を対象に、里山ﾌｫｰﾗﾑを開

催し、その一部として、高齢者を対象

とした森林療法の効果を医療機関か

ら発表しました。 

②障害児・者への森林療法効果測定事

業 

・森林環境では、酸化傷害物の減少、

免疫機能の向上、病状悪化要因の除去

などの効果がありました。また、心理

的な改善も認められました。 

・森林における活動プログラム開発の

ための基礎的な知見が得られました。

健康と癒しの森

／障害児・者へ

の森林療法効果

測定事業〔農林

水産部みどり推

進課、健康福祉

部障害福祉課〕 

①健康と癒しの森整備事業 

・高齢者を対象とした森林インスト

ラクターによる研究会の開催 14 回 

・障害者等を対象とした森林インス

トラクター支援事業 ９回 

・幼児を対象とした森林インストラ

クターによる研究会の開催 ２回  

計２５回 

・高齢者を対象とした森林効果の検

証と森林療法プログラムの作成業

務の発注 １件 

・森林療法を活用する森林コースの

設定、整備方針の検討や森林インス

トラクターの活用を中心とした想

定森林療法プログラムの作成業務

１件 

・研修会（大学助教授による講演）

の開催 １回 

・里山ﾌｫｰﾗﾑの開催（医師による森

林療法の発表） １回 

・高齢者を対象とした森林効果の総

括 １回 

②障害児・者への森林療法効果測定

事業 

・森林にいることにより障害児・者

の身体や心理がどのように変化す

るか明らかにするため、生理学的検

査及び心理学的検査による効果測

定を行いました。 

・障害児・者に有効な森林プログラ

ム開発のための検証を、身体障害

者、知的障害者、高次脳機能障害者

の方の協力を得て、実施しました。

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

新規就農相談センターを設置した

ことにより、１８８件（１月末）の相

談がありました。１８８件の相談のう

ち、５名の方が就農計画の認定を取得

しております。 

千葉新規就農等

支援事業〔農林

振興課〕 

・新規就農相談センター設置要領策

定に伴う説明会を開催しました。 

・就農計画認定委員会を３回開催

し、１４名を認定しました。 

・就農希望者と求人希望農業法人に

よる合同面接会を３回開催し、４７

名が参加しました。 

・ 新規就農促進研修会を開催し、 

１４名の新規就農希望者が参加し

ました。 
現状維持 

平成１７年度中に全線供用開始とな

ります。 

緑 道 整 備 事 業

〔公園緑地課〕 

・全体延長９.４Km のうち未整備区

間３.２Km の工事を発注しました。

１.１Km は完成し、２.１Km は、平

成１７年９月末完成予定です。 

・案内板（３基）を設置しました。 大幅に縮小 

健康生活コーディネーター育成研修

を実施し、３９名の健康生活コーディ

ネーターを育成したことにより、県民

一人ひとりの健康状態や生活習慣に

合わせた健康づくりを支援するため

の取り組みを進めることができまし

た。 

健康生活コーデ

ィネーター育成

事業〔戦略プロ

ジ ェ ク ト 推 進

室〕 

・健康生活コーディネーター育成カ

リキュラムを開発しました。 

・健康生活コーディネーター育成研

修を実施しました。 

・健康生活コーディネーター用教本

を作成しました。 

 

改善 

健康づくりふるさと構想を普及する

上で重要な、市町村、医師会等に対す

る啓発を図ることができました。 

健康づくり推進

チーム構築事業

〔戦略プロジェ

クト推進室〕 

市町村、医師会等に対し、健康づく

りふるさと構想を啓発するための

研修会、講習会を開催しました。 

 現状維持 

様々な広報媒体を活用して普及・啓

発を図ったことにより、健康づくりふ

るさと構想の周知が図られました。 

また、経済産業省の健康サービス産

業創出支援事業の採択を受け、国から

の委託事業となることにより、県負担

の軽減を図ることができました。 

健康づくりふる

さとちば普及啓

発事業〔戦略プ

ロジェクト推進

室〕 

・パンフレット、ポスターを作成し

ました。 

・ホームページを作成しました。 

・ＴＶＣＭを作成し、千葉テレビで

放送しました。 

・CLUB CHIBA ガイドブックの作成

  

拡大 



戦略４ 「健康づくりふるさと構想」の推進 

 42

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ＱＯＬ評価に関する調査を実施し、

評価・分析を行った結果、健康づくり

の個人別プログラムの有効性を示す

結果が得られました。 

（健康づくり教室型：参加３ヶ月後の

状況） 

・参加者の体力年齢の若返り２．７歳

（平均６５．６歳⇒６２．９歳）を検

証 

・参加者の９６％が継続を希望 

・参加者のＱＯＬの向上（身体機能、

全体的健康観、活力等８項目中６項目

で有意に増加） 

健 康 づ く り 評

価・分析事業〔戦

略プロジェクト

推進室〕 

健康生活コーディネート事業のモ

デル市町村（習志野市、大多喜町、

東金市、印西市）において、ＱＯＬ

評価に関する調査を実施し、評価・

分析を行いました。 

 

  

拡大 
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戦略５ 安全・安心な生活空間づくり 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

県民の防犯意識が高まり、平

成１６年末現在、６６７団体、

３６，４０８人の防犯パトロ

ール隊等が結成（対前年同期

比１９０団体増、９，９９０

人増）された。また、刑法犯

認知件数は平成１６年末現在

１４７，５８７件（対前年同

期比１６，６９１件減）とな

った。 

生活安全推進

事業〔県民生

活課〕  

作成・配布部数 

 ポスター１万部 

チラシ２万４千部 

パンフレット２万部 

シンポジウム開催 １回 

街頭キャンペーン実施 ４回  

改善  
ＧＩＳを活用した犯罪情勢

分析システムを構築し、県警

ホームページに「犯罪発生マ

ップ」を公開しました。  

公開している犯罪種別は、

特に、県民の身近で発生する

４罪種（ひったくり、車上ね

らい、自動車盗、侵入窃盗）

で、月ごとに内容を更新して

おり、アクセス件数は、本年

１月３１日公開以来、３月末

現在で１５万９千件余りとな

っています。 

屋外電光掲示板について

は、警察署による防犯キャン

ペーンなど、各種イベント開

催時等における啓発活動に効

果を発揮しています。 

犯罪発生情報

等の提供事業

〔警察本部〕  

○ ＧＩＳを活用した犯罪発生情報の提供

～犯罪発生マップの公開  
○ 屋外電光掲示板を３基購入し、警察署ご

との各種啓発活動に有効に活用しています

が、警察署からの利用要望が多く、３基とも

常時稼働している状況となっています。  

 



戦略５ 安全・安心な生活空間づくり 

 

 44

 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
県レベルでの推進体制の整

備については、平成１６年７

月３０日に６８団体から構成

される「千葉県安全安心まち

づくり推進協議会」を設立。

平成１６年１２月９日には、

第２回千葉県安全安心まちづ

くり推進協議会総会を開催し

ました。 

この推進協議会を設立した

ことで､「千葉県安全で安心な

まちづくりの促進に関する条

例」に基づき、全県で安全で

安心なまちづくりを推進する

母体が整備されました。 

 地域レベルの推進体制の整

備としては、県内１１地域で

市町村、自治会、教育関係者、

警察署などの方々と、地域の

安全で安心なまちづくりにつ

いて意見交換を実施しまし

た。ここでは、各地域ごとの

犯罪の発生の状況、地域住民

や市町村の防犯への取組状況

などについて意見交換を行

い、県民の方々から直接率直

な御意見を伺うことが出来、

今後の県の取組について大い

に参考となりました。 

生活安全推進

体制の整備運

営事業〔県民

生活課〕  

平成１６年７月３０日に６８団体から構成

される「千葉県安全安心まちづくり推進協議

会」を設立。平成１６年１２月９日には、第

２回千葉県安全安心まちづくり推進協議会総

会を開催。 

 また、県内１１地域で地域別会議を開催。 

現状維持  
平成１７年４月末現在、県下

８団体、８施設を地域防犯情

報センターとして指定すると

ともに、犯罪発生状況等に関

する情報提供を実施していま

す。 

自主防犯団体

の施設に対す

る 支 援 事 業

〔警察本部〕  

地域防犯情報センター指定制度の運用に当た

り、公安委員会規則をはじめ、関係規程の整

備を図るとともに、市町村や自治会、自主防

犯団体等に対する広報活動を推進しました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

行政機関をはじめ、関係機関

との連携を図り、地域住民へ

のタイムリーな犯罪発生情報

の提供、犯罪被害に遭わない

ための防犯指導等を行い、住

民による自主防犯意識の向上

が図られました。 

地域安全活動

指導員の配置

事業〔警察本

部〕  

 地域安全活動指導員を配置した 12 警察署に

おいて、管内の犯罪発生情勢及び社会情勢に

応じた、タイムリーな防犯指導活動等を展開

しました。 

○主な活動実績 

・ 地域住民へのタイムリーな情報提供（管

内犯罪発生マップの作成、広報紙・チラ

シ等の発行） 

・ 自治会、事業者団体、企業等を対象と

した出前防犯講話の実施 

・ 学校等における不審者侵入時の対応指

導（学校等での実地訓練指導） 

・ 児童･生徒･保護者･教職員等を対象とし

た防犯教室の開催 

・ 住宅･事業所･駐車場等に対する現場防

犯診断の実施 

・ 街頭犯罪多発地区を対象とする犯罪誘

発要因除去に向けた環境改善指導 

・ 自主防犯パトロール隊指導員研修会の

テキスト作成の監修  

犯人の逮捕など、県民の模範

となる行動をした４名の方を

賞揚しました。（平成１７年４

月末現在）  

犯人逮捕など

警察官の職務

に協力した者

に対する賞揚

〔警察本部〕  

賞揚の実施に向け、関係規程（内容、手続き）

の整備を図りました。 

 
被害者支援業務を民間団体

「千葉犯罪被害者支援センタ

ー」に委託した結果、同セン

ターにおいて９１４件の被害

者相談等への対応が図られる

など、犯罪の直接的被害によ

る苦痛の緩和や精神的被害か

らの立ち直りの促進が図られ

ました。 

被害者支援活

動の促進事業

〔警察本部〕  

犯罪被害者からの相談、裁判所等への付き添

い、被害者支援ボランティアの育成等を民間

被害者支援団体に委託し、直接的な被害者支

援活動の充実に努めました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・自治会や市町村から寄せら

れた意見及びパブリックコメ

ントで寄せられた県民からの

意見を踏まえ、指針を策定し、

千葉県報に告示するととも

に、県のホームページで公表

しました。また、市町村教育

委員会、公立学校等に指針を

配布し周知を図りました。こ

のことにより、学校等での具

体的な方策が示されたこと

で、学校等へ侵入して行われ

る犯罪防止の取組や地域住民

等と連携した地域社会全体で

学校等の安全に取り組む体制

整備づくりが進められており

ます。  

指 針 の 策 定

〔 県 民 生 活

課、学事課、

児童家庭課、

教育庁、警察

本部〕  

県庁内の関係課３４課で構成するプロジェク

トチームを結成し、学校等の指針検討作業部

会を設け指針の策定に向け協議開始し、３回

の検討作業の結果、自治会・市町村に対して

説明会を開催し、指針（案）に対する意見を

聴取しました。また、指針（案）のパブリッ

クコメント（ちばづくり県民コメント制度）

を１月間実施し、県民から広く意見を求めま

した。自治会や市町村及びパブリックコメン

トで寄せられた意見に対して県の考え方を発

表しました。 

現状維持  

・講習会を実施することによ

り，２６５人の指導者を養成

することができました。 

・５会場（各教育事務所）で

実施することにより，一地域

に偏ることなく全県的に網羅

することができました。 

防犯教室推進

事業〔（教）学

校保健課〕  

・印旛合同庁舎（7.26），県総合スポーツセン

ター（8.4），教育センター東上総研修所（8.9），

長南町農村環境改善センター（8.10），鋸南町

中央公民館（8.26）の５会場で，計２６５人

の参加者で実施しました。 

 

改善  
・地域社会との連携した学校

安全に関する事業実践を通し

て，子どもの安全確保の支援

体制をつくることができまし

た。 

・学校，保護者，地域住民，

関係機関等と連携を重視した

取組を実践する中で，地域全

体の安全意識の高揚が図れま

した。  

地域ぐるみの

学校安全推進

モ デ ル 事 業

〔（教）学校保

健課〕  

・推進委員会実施（東庄区３回開催）（稲毛区

６回開催） 

・全体地域パトロール実施（東庄区１０回）（稲

毛区５回） 

・こども１１０番の普及及び啓発 

・講演会を東庄区，稲毛区ともに１回開催 

・通学路安全マップ作成（東庄区１，０００

枚）（稲毛区２，０００枚） 

・事業報告書作成（東庄区３００部）（稲毛区

７００部） 

休止・廃止  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

学校や通学路等における幼

児、児童、生徒等の安全を確

保するとともに、整備地区に

おける犯罪の防止が見込まれ

ます。 

子ども緊急通

報装置整備事

業〔警察本部〕 

子ども緊急通報装置（５基１セット）を市川

市立宮田小学校区（市川警察署管内）に整備

しました。 

 

 
・自治会や市町村から寄せら

れた意見及びパブリックコメ

ントで寄せられた県民からの

意見を踏まえ、指針を策定し、

千葉県報に告示するととも

に、県のホームページで公表

しました。このことにより、

防犯に配慮すべき道路・公

園・駐車場、住宅等の構造､設

備の具体的な基準（めやす）

が示され、指針に照らしての

現行施設の実態調査が可能と

なりました。また、今後、整

備したり、あるいは改善を要

する箇所などが明確となり、

県を含め、施設の設置管理者、

また住宅の建築者・居住者等

に対する周知・啓発、実態調

査や整備改善のための協力要

請など、指針の一層の普及推

進に向けた各種施策の基礎が

確立しました。 

指 針 の 策 定

〔 県 民 生 活

課、都市計画

課、道路計画

課、住宅課等〕 

県庁内の関係３４課で構成するプロジェクト

チームを結成し、道路、公園、駐車場、駐輪

場並びに住宅の指針検討部会を設け指針の策

定に向け協議開始し、３～４回の検討の結果、

自治会・市町村に対して説明会を開催し、指

針（案）に対する意見を聴取しました。また、

指針（案）のパブリックコメント（ちばづく

り県民コメント制度）を１月間実施し、県民

から広く意見を求めました。自治会や市町村

及びパブリックコメントで寄せられた意見に

対して県の考え方を発表しました。 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
・指針の内容を県民向けのパ

ンフレットにまとめ作成した

こと、また、パンフレットや

防犯情報を住宅課ホームペー

ジに掲載し、県民に広く情報

提供をすることができまし

た。  
・パンフレットを作成し、住

宅を設計する事業者を中心に

配布したことにより、指針の

普及が図れました。 

防犯に配慮し

た住宅の普及

支援事業〔住

宅課〕  

・防犯セミナーの実施（２市） 

・「安全・安心住まいの防犯対策」パンフレッ

ト作成・配布（１５，０００枚） 

・防犯に配慮した共同住宅の普及推進会議の

実施 

縮小  
・インターホンの設置や防犯

灯を増設したことにより、防

犯に配慮した施設に改善しま

した。 

・工事内容を入居者に説明し

たことにより、防犯対策の必

要性について認識が得られま

した。 

県営住宅の防

犯に配慮した

改善工事事業

〔住宅課〕  

県営住宅の設備を個別改善しました。（１３団

地）  
 ・インターホン設置工事１，８４３戸  
 ・防犯灯増設工事８９基 

現状維持  
現場から警察へ通報する街頭

緊急通報システム（スーパー

防犯灯）を県内２ヶ所に設置

したことにより、設置地域に

おける犯罪の抑止効果が期待

できます。 

街頭緊急通報

システム（ス

ー パ ー 防 犯

灯）整備事業

〔警察本部〕  

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯：５

基１セット）を千葉市中央区弁天地区（千葉

中央警察署管内）及び船橋市本町地区（船橋

警察署管内）に、それぞれ設置しました。 
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施策１ 分権型社会を支える市町村への総合的支援 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・新たに６地域１５市町を合

併重点支援地域に指定しまし

た。 

・１０地域の合併協議会で策

定した市町村建設計画に位置

付ける県事業を各部局横断的

に調整し、合併協議会へ回答

しました。 

・「新しいまちづくり支援プラ

ン」を改定し、県独自の支援

制度について国と同様に経過

措置を設けました。 

市町村合併支

援本部による

全庁的な取組

〔市町村課〕  

本部会議を６回開催しました。  

現状維持  
平成１６年度においては、

１０地域３３市町村から合併

申請がありました。 

市町村合併促

進事業〔市町

村課〕  

・ホームページの更新（１６回） 

・合併アドバイザー派遣等（１２回） 

・パンフレット作成（５，０００部） 

 現状維持  
各地域の合併協議会において

合併協議が円滑に進められま

した。 

法定合併協議

会への人的支

援〔市町村課、

総務課〕  

・１６の法定合併協議会へ延べ１２９回、委

員としてすべて参画しました。 

・合併協議会事務局へ９名（うち新規設置４

名）の職員を派遣しました。 現状維持  
市町村等の合併の取り組みが

促進され、１０地域３３市町

村から合併申請がありまし

た。 

 

市町村合併支

援補助金〔市

町村課〕  

・法定協議会運営に要する経費について１３

団体に６８，８３２千円の補助金を交付しま

した 

・コミュニティ施設整備に要する経費につい

て１８団体に３５，９００千円の補助金を交

付しました。 

縮小  
合併準備や新市建設計画の実

行経費に対し交付金を交付す

ることにより、新市の速やか

な一体性の確立や円滑な新市

への移行に貢献できたと考え

ます。 

ふさのくに合

併支援交付金

〔市町村課〕  

合併準備に係る事業及び合併後の事業に対

し、５団体に４４０，０００千円の交付金を

交付しました。 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

補助対象すべての団体で、そ

れぞれの地域の特色に応じた

事業が実施されたことによ

り、市町村の政策立案能力の

向上を通し、自主・自立の一

層の推進が図られました。 

・補助対象団体＝７１市町村 

・補助事業数＝２５３事業 

 

分権新時代・

市町村総合補

助金〔市町村

課〕  

補助対象すべての団体に対し、それぞれの地

域の特色に応じた事業に幅広く助成しまし

た。 

・補助対象団体＝７１市町村 

・補助事業数＝２５３事業 

【助成テーマ別の事業数】 

○健康･福祉･医療＝38 事業 ○安全＝42 事業

○まちづくり＝54 事業 ○環境＝27 事業 

○産業の振興＝29 事業 ○雇用＝4 事業 

○教育＝34 事業 ○文化＝12 事業 

○情報化＝7 事業 ○国際化＝2 事業 

○男女共同参画＝1 事業 ○ＮＰＯ＝0 事業 

○行財政改革＝3 事業 現状維持  

３１団体（４７事業）に貸し

付けることにより、市町村の

自主・自立を支援しました。 

市町村振興資

金の貸付〔市

町村課〕  

貸付実績は予定を大幅に下回りましたが、こ

れは、１６年度に創設された地域再生事業債

によるもので、合わせて市町村の資金需要に

対応できました。 現状維持  
県税務職員の派遣と研修生の

受け入れを予定通り実施した

ことにより、市町村の徴収技

術の向上が図られました。  

税務事務に従

事する職員の

県・市町村相

互交流の推進

〔市町村課、

税務課〕  

平成１６年度は、茂原市、東金市、八日市場

市、富里市、多古町、飯岡町、横芝町、一宮

町、長柄町、御宿町に、県税務職員を派遣し、

酒々井町から研修生を受け入れました。 

現状維持  

 山武郡市広域行政組合、香

取広域市町村圏事務組合とも

研修受講者からの事後評価は

高いです。 

 しかし、市町村の行政課題

の検討については、市町村か

らの検討依頼がなく、成果に

結びつきませんでした。  

市町村の政策

法務への支援  
〔 政 策 法 務

課、市町村課〕 

広域の市町村職員への政策法務研修につい

ては、事業量としては予定２箇所に対して実

施３箇所であり、予定以上に実施できました。

 講師との日程調整がつかず、政策法務アド

バイザーの講義は１回に留まりました。 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

市町村からの具体的な政策

課題に関する相談や要望等に

対し、必要に応じ現地調査や

庁内関係課による打合せ会議

を実施するなどして、課題解

決への対応を図りました。 

特に、ご当地ナンバーや地

域再生については、多くの市

町村から問合せ等があったた

め、市町村担当者に対する説

明会を開催するなどして、制

度等の周知を図りました。 

また、地域ごとに市町村の企

画担当者と各市町村の政策課

題や主要事業等に関する意見

交換会を行うなどして、市町

村の政策課題等の把握に努め

ました。  

地域づくりサ

ポーター（支

援者）出前事

業〔市町村課、

関係各課〕  

市町村からの具体的な政策課題に関する相談

や要望等に対し、必要に応じ現地調査や庁内

関係課による打合せ会議を実施するなどし

て、課題解決への対応を随時実施しました。 

改善  
平成１５年度から１６年度

にかけて１０４事務（経由事

務を除く）を移譲しました。

これにより、平成１４年度か

らの３ヵ年で、１６３事務（経

由事務を含む）を移譲しまし

た。 

また、関連する事務を包括

的に移譲するなど、新たな仕

組みの創設を検討しました。 

市町村への権

限移譲の推進

〔市町村課、

関係各課〕  

 第二次千葉県地方分権推進計画に権限移譲

検討項目として掲げる事務を中心に、移譲対

象事務の調査・ヒアリングを行うとともに、

市町村の意向を踏まえ、十分な協議を行い、

平成１５年度から１６年度にかけて１０４事

務（経由事務を除く）を移譲しました。 

改善  
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施策２ 男女共同参画社会の実現 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
「女性のチャレンジ支援策」の現状を把

握したことにより、今後、次期男女共同

参画計画の策定作業を進めるに当たっ

ての基礎資料とすることができました。

また、人事委員会においては、採用試

験に関する広報を行い、幅広く優秀な人

材確保を図りました。 

女性のチャ

レンジ支援

策 の 検 討

〔男女共同

参画課、関

係各課〕 

 庁内関係各課及び関係機関・団体等

における「女性のチャレンジ支援策」

の実施状況に係る実態調査を行いまし

た。 

また、人事委員会においては、採用

試験パンフレットの作成（20,000 部）、

大学等における採用説明会の開催（１

７回）、インターネット等による職員採

用試験情報等の提供を行いました。 
拡大  

市町村の担当者を対象とする講演会

については、県参与の坂東真理子氏が男

女共同参画をめぐる現状と課題につい

て講演し、市町村担当者に共通の認識を

与えることができました。  
また、市町村が実施する職員を対象と

する研修についても、県職員が講師とし

て参加することにより、市町村職員の意

識高揚に貢献できました。  
さらに、地域セミナーについては、各

会場にて多数の県民の参加があり、男女

共同参画への意識が薄い地域に対して

も、意識高揚を図ることができました。

市町村支援

の強化〔男

女共同参画

課〕  

男女共同参画に関する市町村担当者

を対象とする講演会を１回実施しまし

た。  
市町村が開催する職員研修等の講師

に県職員を派遣しました。（９市） 

千葉県女性センターから遠方の地域

を対象に、地域セミナーを６会場にお

いて実施しました。  
 

改善  
民間団体等

への支援・

連携〔男女

共 同 参 画

課、雇用労

働課〕 

千葉県女性センター事業 

・女性センター相談事業の一部委託

（ＮＰＯに週２日・１人の相談員を

派遣委託） 

・女性センターにおいてＮＰＯとの

協働による企画公募講座を２講座開

催 

・ＮＰＯとの協働により、女性センタ

ーフェスティバルを１１月に開催し

たほか、プレイベントを８月に開催

男女共同参画社会づくりネットワーク

会議の開催 

・企画運営委員会（９名構成：２回開

催）による会議の企画・準備及び男

千葉県女性センター事業 

・女性センターにおいてＮＰＯとの協働

による講座やフェスティバルの開催

により、より県民のニーズに沿った事

業が提供できるとともに、利用年代層

の拡大が図られました。 

男女共同参画社会づくりネットワーク

会議の開催 

・男女共同参画社会づくりネットワーク

会議におけるパネルディスカッショ

ン等による各団体の情報・意見交換を

通し、団体相互の連携の強化及び活性

化が図られました。また、知事メッセ

ージや県施策説明により、県の方針や
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

各課の取組について県民の理解が図

られました。 

DV 被害者支援に係る民間支援事業 

・ＤＶ被害者支援活動ボランティア等養

成研修において、ＮＰＯ等から研修企

画を公募し実施したことにより特色

ある研修が行え、受講生も熱心に取り

組み、地域に支援のネットワークが広

がりました。 

・ＤＶ被害者支援団体連絡会議の開催に

より、行政機関と各支援団体との連

携・情報交換が図られました。 

雇用労働関係セミナー 

・セミナーの開催により男女雇用機会均

等法についての周知を図ることがで

きました。 

女共同参画社会づくりネットワーク

会議の開催（開催回数１回・参加者

１９１名） 

DV 被害者支援に係る民間支援事業 

・ＤＶ被害者ボランティア等養成研修

（開催回数１回・５日間、受講者２

４名） 

・ ＤＶ被害者支援団体連絡会議の開

催 

（１９団体：３回開催） 

雇用労働関係セミナー 

・男女雇用機会均等セミナー開催（1

回開催、受講者７８名） 

 

拡大  
地域配偶者暴力相談支援ｾﾝﾀｰ整備 

・県内の配偶者暴力相談支援センターは

１６か所になり、相談件数も大幅に増

加しました（１，２９３件増）。 

ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業  
・千葉（２）、松戸、佐倉、館山で開催

し、関係機関の担当職員（合計１５０

名）の連携が図られました。 

職員専門研修事業  
・ＤＶの基礎的な研修として市町村職員

や民間の支援者等約１５０名が参加

しました。  
ＤＶ職務関係者研修 

・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲも取り入れた、より実践的な

研修として千葉(2)、松戸、成田、鴨

川で開催し、関係機関職員が約 300 名

参加しました。なお、参加希望が高か

ったため、開催を１回追加しました。 

ＤＶ被害者

相談支援体

制の整備・

促進〔男女

共 同 参 画

課〕  

地域配偶者暴力相談支援ｾﾝﾀｰ整備 

・１４健康福祉センターを６月から配

偶者暴力相談支援センターに指定

し、ＤＶ相談業務を開始 

ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業  
・「ＤＶ被害支援連絡会議」として１２

月～１月に５地域で各１回開催  
職員専門研修事業  
・「ＤＶ関係基礎研修」として７月に１

回開催 

ＤＶ職務関係者研修 

・「地域ＤＶセミナー」として２月～３

月に５回開催 

 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ＤＶ家庭における子ども支援事業 

・児童虐待対応マニュアルプロジェクト

チームへの参加により、ＤＶ家庭の子

どもへの支援対策は検討できました

が、その結果を踏まえた研修は実施で

きませんでした。 

外国籍ＤＶ被害者支援事業  
・通訳実施（タイ語５件、英語５件、中

国語１件、タガログ語１件）により、

外国籍被害女性と意思の疎通が図ら

れ、適正な支援を行うことができまし

た。 

ＤＶ被害者

と子どもの

安全と平穏

な生活を確

保するため

の支援事業

〔男女共同

参画課・児

童家庭課・

教育庁指導

課、警察本

部生活安全

総務課〕  

ＤＶ家庭における子ども支援事業 

・当初、「女性に対する暴力対策アドバ

イザー事業」の検討結果を基に実施

する予定でしたが、ＤＶ家庭の子ど

も支援と児童虐待対応は密接にかか

わっていることから、児童家庭課が

設置した児童虐待対応マニュアルプ

ロジェクトチームに参加し、「児童虐

待対応マニュアル」の中に、ＤＶ家

庭の子ども支援対策を盛り込むこと

としました。計８回のプロジェクト

チーム会議により３月末にマニュア

ルが完成しましたが、マニュアルを

活用したＤＶ家庭の子ども支援につ

いての研修は、次年度に実施するこ

ととなりました。 

外国籍ＤＶ被害者支援事業  
・通訳を１２件実施しました。  
 改善  

男性のための専用相談窓口が開設さ

れていないことから、8 時間に 7 件の相
談が寄せられました。脱暴力を考える男

性に加害者教育プログラムの存在を教

示するなど、有益な情報を提供すること

ができました。  

脱暴力促進

事業〔男女

共 同 参 画

課〕  

ＤＶに悩む男性のための一日電話相

談を実施しました 

（9 月 27 日 12:00～20:00）。 

 

 

拡大  
政策・方針

決定の場へ

の参画促進

〔農林水産

政策課、農

業改良課、

林務課、水

産課〕  
 
 
 
 

・農村女性活動促進事業  
セミナーの開催、女性支援普及活

動事業、女性起業グループへの情

報提供、経営指導の実施、家族経

営協定の推進等を県内１０地域で

実施しました。  
・はつらつ林業女性活動促進事業  

調査研究活動、学集会、女性林業

グループの活動支援、女性グループ

間の交流会等を開催しました。  
・浜の女性活動促進事業  

都市住民との交流会、研修会、都

市漁村ネットワーク協議会等を開催

しました。  
・農山漁村男女

と も

にいきいき支援事業（戦

市町村や関係団体に対する研修や啓

発を行うとともに、農林水産業に携わる

女性の社会参画を推進するための組織

である「千葉県農山漁村女性団体ネット

ワーク」に対する支援を行ったこと等に

より、女性の農業委員が２人、ＪＡの役

員が５人、漁協の役員が１人増え、さら

に一部地域では女性団体のネットワー

ク活動の動きが見られるようになりま

した。 

また、家族経営協定の推進に重点的に

取り組んだ結果、例年を大きく上回る調

印（100 戸以上）が行われました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 略プロジェクト３からの再掲 573
〔国 205 一般 368〕千円）  
懇話会(９月８日)、女性団体ネットワ
ーク活動の支援（ﾈｯﾄﾜｰｸﾘｰﾀﾞｰ会議３

回、ネットワーク会議・研修会１回）、

リーダー研修（４地域）・チャレンジ

セミナー（３地域）、市町村担当者会

議（２回）等を開催し、また啓発活

動等を県内各地域で実施しました。  拡大  
フォローアップ事業 

地域の農林産物を原材料として活

用することをコンセプトとして、地域

の伝統食の掘り起こし、ふきの粕漬け

の試作、大豆生産とみそ加工等や新た

な特産加工品の開発が始まりました。

 

農業者と消費者の交流活動支援事業 

農業者と消費者の交流を促進する

ことにより、地域農業や農産物の理解

と認識が深まり、農産物の販路拡大や

有利販売に結び付けるきっかけとな

りました。 

農山漁村女

性起業の躍

進〔農林水

産政策課、

農 業 改 良

課〕 

フォローアップ事業 

事 業 費  9,618 千 円 （ 県 補 助 額

3,000 千円・町補助 4,810 千円） 

事業内容 

 ①農産加工施設  一棟（59.6 ㎡）

5,838 千円（夷隅郡大多喜町小田

代） 

②加工用機械器具一式  3,780 千円 

農業者と消費者の交流活動支援事業 

農業者と消費者の交流促進協議会

の設置（10 地域）、直売シンポジウ

ムの開催（3 地域：香取・山武・長

生）、地場農産品活用料理講習会（3

グループ：千葉・東葛飾・印旛）農

業者と消費者の交流会の開催（4 地

域：海匝・夷隅・安房・君津） 改善  

回答者数 ９４７人（回答率３７．９％）

県民の男女共同参画に関する意識の現

状、変化を把握することができました。 

県民意識調

査 の 実 施

〔男女共同

参画課〕  

調査対象：県内２０歳以上の男女２，

５００人、住民基本台帳による層化二

段無作為抽出法。  
調査方法：アンケート調査用紙による

郵送法  
調査内容：男女の役割分担意識・現状

と平等意識  
     女性の人権、職業観  
     教育など   現状維持  

調査結果を明らかにすることにより、民

間事業所で働くパートタイム労働者の

賃金や労働条件等の処遇改善を図るた

めの資料を提供することができました。

パートタイ

ム労働者実

態調査〔雇

用労働課〕 

県内企業から任意に抽出した 1,700

事業所を対象に郵送､自計式で調査。 

パートタイム労働者の雇用状況・就業

状況・賃金・雇用管理状況等を調査。

 
現状維持  
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施策３ ＮＰＯ立県千葉の実現 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

定期的な広報啓発活動を展

開することにより、県民のＮ

ＰＯ活動への理解促進が図ら

れるとともに、ＮＰＯ同士の

交流や事業力強化に役立ちま

した。 

ＮＰＯ活動広

報紹介〔ＮＰ

Ｏ 活 動 推 進

課〕  

・ＮＰＯ活動情報誌を年 5 回（5､7､9､12､2 月）、

各 6,000 部発行しました。 

・ＮＰＯ活動推進課ニュースリリースを毎月

3,000 部発行しました。 

・メールマガジン「ちばＮＰＯ情報マガジン」

を新たに 4 月から 20 回発行しました。 

 
現状維持  

 ＮＰＯに関す

る情報共有シ

ステムの構築

〔ＮＰＯ活動

推進課〕  

 本事業については、事業実施にあたり事前

の調査を行った結果、 

①単に庁内各課や市町村と情報共有するため

であれば、ホームページやメーリングリスト

などで足りる。 

②それ以上に特定のノウハウや知見を共有す

るためには、情報システムの構築以前に、共

有すべき情報の内容を検討する必要がある。 

③また、特定のノウハウや知見を共有するた

めには、単に情報システムがあれば足りるの

ではなく、庁内各課職員や特に市町村職員と

の連携協力の実態と信頼関係の基盤が必要で

あるが、現時点ではまだそこまで至っていな

い。 

ことが判明しました。このため、情報システ

ムの研究・検討を中止しました。  休止・廃止  

・自治体が直面しているＮＰ

Ｏ施策の課題をテーマにした

分科会などを通じて、ＮＰＯ

活動推進施策に関する多様な

情報や議論の場を提供するこ

とができた。 

・自治体とＮＰＯとのパート

ナーシップの更なる推進、国

への政策提言、自治体間のネ

ットワークの構築を今後行っ

ていくことが共同アピールと

いう形で確認された。 

ＮＰＯ活動推

進自治体会議

の開催〔ＮＰ

Ｏ 活 動 推 進

課〕  

ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム千葉県大

会（テーマ：ＮＰＯとともに築く 21 世紀の地

域社会）を 10 月 19 日、20 日に千葉市の幕張

新都心で開催した。 

全国の自治体職員、ＮＰＯ関係者など延べ

1,000 人以上が参加した。（参加者：19 日 702

人、20 日 340 人） 

内容：特別セッション、知事・市長セッショ

ン、５つの分科会、クロージングセッション 

 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ＮＰＯ採択後、月１回程度

開催した地域活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾁｰﾑ会議を通じて、ＮＰＯ間の

ネットワーク化が進展した。 

・地域課題の解決を支える基

盤となる多様な場、例えば社

会サービスの担い手となる新

たな団体や地域資源を活用し

た新たな子どもの居場所など

が創出された。 

・より多くの市民の参画を促

すという点では、課題が残っ

た。  

県・市町村・

ＮＰＯがとも

に築く地域社

会事業〔ＮＰ

Ｏ 活 動 推 進

課〕  

・４市合計で４９のＮＰＯから提案があり、

２７のＮＰＯを採択した。 

・ＮＰＯへ委託等で支出した総額は、約

１３，０００千円。 

・４市で実施した成果報告会に、のべ６００

名近い市民が参加した。 

・４市で実施したＮＰＯ・行政が参画する会

議の開催回数は、約５０回。 

 

改善  
ＮＰＯ活動推進自治体フォー

ラム、県・市町村・ＮＰＯが

ともに築く地域社会事業など

県が実施する各種事業につい

て、調査､コーディネート、支

援等を得て､一定の成果をあ

げることができ、その結果、

千葉県ＮＰＯ活動推進指針の

行動計画等を着実に推進でき

た。 

ＮＰＯ活動推

進 業 務 委 託

〔ＮＰＯ活動

推進課〕  

各事業に関する調査、情報収集等を行い、事

業を効果的に進めるための支援を受けた。 

・「県・市町村・ＮＰＯがともに築く地域社会

事業」への支援 

・ＮＰＯの事業力向上につながる事業（講座、

発表会）実施に向けての支援 

・「ちばパートナーシップ市場」に関する支援

・ＮＰＯ法運用マニュアルづくりへの支援 

・「ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム千葉県大

会」分科会設定、資料作成、運営等に関する

支援 

・ＮＰＯ活動推進自治体ネットワークづくり

支援 

・県民ＮＰＯ基礎講座資料作成支援 休止・廃止  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ＮＰＯの事業力強化に必要

とされるものが明確になり、

他の参考事例から学ぶという

形式が有効であることが確認

されました。その一方で、講

座の実施には至りませんでし

た。  
・ＮＰＯを取り巻く多様な主

体については、ＮＰＯの存在

意義は認識していることが確

認されましたが、その一方で、

具体的な連携のニーズまでに

は至っておらず、関係づくり

についての講座の実施には至

りませんでした。 

ＮＰＯの事業

力を強化する

ための調査研

究〔ＮＰＯ活

動推進課〕  

・調査研究の検討機関である小委員会を５回

開催しました。 

・１４団体のＮＰＯへのヒアリングを実施し

ました。 

・１２団体の関係機関へのヒアリングを実施

しました。 

 

拡大  
本講座に実践的なワークを取

り入れたり、講座の冒頭で全

員から質問を出してもらうな

どの工夫により、ＮＰＯの組

織基盤の強化への貢献度は大

きいと考えられます。  

ＮＰＯ実務講

座の開催〔Ｎ

ＰＯ活動推進

課〕  

成田市     （３講座） 

木更津市    （３講座） 

船橋市・習志野市（３講座） 

【各地域３講座  ＮＰＯ法人の会計・税務

の基礎 年度終了後の報告書の作成 ＮＰＯ

マネジメント等】 

現状維持  
・交付対象の２８団体が事業

活動を行った。交付決定額：

７，７３１，４５０円、実績

額：７，４１３，４９８円 

「スタート・自立支援」の１

団体については、団体の事業

活動は行われたが対象経費の

実績０円で額を確定した。（補

助事業廃止承認）  
・補助事業実施期間中に補助

団体を訪問し、ヒアリング調

査を実施したことで団体の活

動状況を把握するとともに今

後の施策や事業の参考となる

情報を収集することができ

た。 

・活動現場では団体の活動や

補助事業に対する県民の声を

聞くことができた。  

ＮＰＯ活動費

補 助 金 事 業

〔ＮＰＯ活動

推進課〕  

応募数：４３団体（「スタート・自立支援」  
２５団体、「新たな活動展開支援」1８団体）  
・交付対象団体の選考  
第１次審査（書類審査）、「新たな活動展開

支援」応募１８団体によるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
第２次審査（審査委員による審議） 

・補助金交付決定：２８団体（「スタート・自

立支援」１８団体、「新たな活動展開支援」  
１０団体） 

・補助事業実施（平成１６年７月１６日～平

成１７年２月２８日） 

・補助事業実施期間中に２８団体の活動現場

を訪問し、ヒアリング調査を実施。 

・団体からの実績報告（３月）、補助金額の確

定・精算、事業成果報告会準備（１７年４月

開催） 

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１６年度はマニュアルの普

及啓発を担当する「パートナ

ーシップ推進小委員会」の委

員も参加協力し、マニュアル

の説明に加え、理解を深める

工夫として、協働事例の報告

やパネルディスカッション、

グループ討議なども実施しま

した。 

 毎回、参加者からのアンケ

ートをとっており、ＮＰＯや

ＮＰＯとの協働ということの

理解促進に大きな成果がある

ことが伺えました。  
 
 

パートナーシ

ップマニュア

ル事業〔ＮＰ

Ｏ 活 動 推 進

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯとのより良いパートナーシップを築

くための実務手引書として、平成 16 年 2 月に
作成した｢パートナーシップマニュアル｣につ

いて、職員の理解と活用を促進するため、マ

ニュアル説明会などの事業を行っています。  
１６年度は、より多くの職員が参加しやす

いよう、開催場所を本庁職員対象に県庁で１

回、出先機関職員を対象に県内３地域（木更

津、松戸、東金）に説明会場を設けてそれぞ

れ１回、合計４回の説明会を開催しました。 

○第１回説明会  

開催日：平成１６年９月１４日（火） 

場所：県庁 出席者：64 名 

○第２回説明会 

開催日：平成１６年９月２１日（火） 

場所:木更津市総合福祉会館 出席者:46 名

○第３回説明会 

開催日：平成１６年１２月２２日（水） 

場所：東葛飾合同庁舎 出席者：47 名 

○第４回説明会 

開催日：平成１７年２月１６日（水） 

場所:山武健康福祉センター 出席者:39 名 改善  
各部局で個別分野の意見交換

会が実施されるようになるな

ど、県とＮＰＯとのパートナ

ーシップや部局横断的な取り

組みが着実に進みました。  

県とＮＰＯと

の協働事業提

案 募 集 事 業

〔ＮＰＯ活動

推進課〕  

協働事業提案制度  
協働事業提案申請４９件、採択５件（1７年
度実施予定）  

ＮＰＯと県との意見交換会  
４回実施 参加者延べ５８７名（うち関係

課延べ１１１課１７７名）  
選考審査会  
第一次（書面）、公開プレゼンテーション及

び第二次審査  
１６年度協働４事業の実施（１５年度採択）  
・親子や家庭の日常の子育てを支える「子育

て応援者養成県民講座」（関係課：児童家庭課、

教）生涯学習課、ＮＰＯ活動推進課）  
・環境活動見本市「エコメッセちば２００４」

（関係課：環境政策課、ＮＰＯ活動推進課）  
・外国人児童・生徒の日本語指導のあり方に

関する調査研究（関係課：企画調整課、教）

指導課、ＮＰＯ活動推進課）  
・ノーマライゼーション相談事業（関係課：

健康福祉政策課、障害福祉課、雇用労働課、

教）特別支援教育課、教）指導課、ＮＰＯ活

動推進課） 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

これまでの県の取組みなど

により、“千葉県はどう変わっ

たか”について、県民と意見

交換したことにより、成果や

課題が明らかになり、今後の

施策展開を考えることができ

ました。 

（成果）ＮＰＯが活動しやす

くなった。ＮＰＯ活動への理

解が進んだ。など 

（課題）地域に成果が十分伝

わっていない。行政職員の意

識改革。ＮＰＯの事業力不足。

ＮＰＯタウン

ミーティング

の開催〔ＮＰ

Ｏ 活 動 推 進

課〕  
 
 
 
 
 
 

タウンミーティング「ＮＰＯ立県で千葉県

はどう変わったか」を実施しました。 

１ 日 時 ３月２７日（日）14:30～16:45 

２ 場 所 千葉市ハーモニープラザ・障害

者福祉センター多目的ホール 

３ 参加者 １４３名 

（県民、ＮＰＯ、行政職員等） 

４ 内 容 これまでの取組み報告、パネル

ディスカッション、会場参加者と

の意見交換  
なお、タウンミーティングは１回のみです

が、ほかに「ＮＰＯと県との意見交換会」（再

掲）（５回実施 参加者延べ７９８名（うち関

係課延べ１４８課２１３名）、ＮＰＯ、県政モ

ニター等に対するアンケート調査を実施しま

した。 

改善 

実施した事業はアクションプ

ランなど県が推進する施策に

寄与する事業や、地域の様々

な主体と連携・協力して課題

解決にあたる活動などで、県

が抱える課題の解決や新たな

政策の立案に結びつけること

ができました。 

ＮＰＯ活動提

案 募 集 事 業

〔ＮＰＯ活動

推進課〕  
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯから、行政にない発想や専門性を生

かした事業の企画案を募集し、県とＮＰＯと

の協働のモデル事業として実施した事業で、

審査・選定は、初めに事務局による資格要件

や法令適合性についての形式的な事前審査を

行い、審査委員会による第１次審査（書面審

査）及び第２次審査（公開プレゼンテーショ

ン・公開審査）を経て、最終的な委託候補者

を選定しました。 

なお、事業の透明性を高めるため、募集か

ら審査、決定、事業実施、成果報告までの過

程をホームページ（千葉県ＮＰＯ情報ネット）

に掲載するほか、千葉県ＮＰＯパートナーシ

ップオフィスで関係書類等の公開も行いまし

た。 

※平成１６年度実績 

応募 11 件、採択し実施した事業は次の５件

１．優良な地域通貨・ＬＥＴＳの導入普及促

進事業 

２．バイオエコエンジニアリングを用いたア

オコ除去に関する調査研究 

３．賢いマンション生活者のための県民講座 

４．不登校・ひきこもり者の心の友達メンタ

ルフレンド養成講座 

５．「旧水戸街道・小金宿再生事業」 

休止・廃止  
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施策４ ちば文化の創造に向けて 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

県内にある文化関係情報を

集約することにより、文化情

報の入手が容易となり、県民

の文化活動への関心と参加意

欲の促進へとつなぐことがで

きました。 

文化資源情報の一元化によ

り、県内の文化資源への認識

と興味を抱いてもらうきっか

けとなるとともに、投降型の

ホームページとしたことで、

より県民に親しまれやすく、

県内の多様な文化資源の把握

と共有を図る環境整備が図ら

れました。 

県民の文化活

動への総合支

援体制の充実

〔 文 化 振 興

課〕  

各市町村から文化資源に関する情報を収集

し、２,３００件を超えるデータをインデック

ス化し、詳細情報ページを作成しました。 

また、県内文化会館についてイベント情報

を集約するページを作成しました。 

 

拡大  
音楽・ダンス・演劇等の文

化活動をしているが、活動の

場が少なく発表の場を求めて

いるアーティスト等に活動の

場を提供することができまし

た。 

また、参加団体同士の交流

の場ともなりました。 

既存施設等を

活用した文化

芸術活動の促

進〔文化振興

課〕  

幕張メッセ国際会議場前広場において１１

月に２回、船橋駅北口デッキ広場において、

２月・３月に各１回の計４回開催し、出演団

体は２２団体で５５０人を超える観客数とな

りました。 

 

現状維持  
県民芸術劇場公演では、当

初計画していた３５公演を上

回る４１公演を実施し、入場

者数についても計画を大幅に

上回る２０,５８３人となる

など、多くの県民に文化芸術

に親しむ機会を提供すること

ができました。  
また、青葉の森芸術文化ホ

ールにおいて開催した「青葉

能公演」においても入場者数

が８２９人とほぼ満席で、公

演内容も好評でした。 

文化芸術に親

しむ機会の促

進〔文化振興

課〕  

県民芸術劇場公演として、県内各地でニュ

ーフィルハーモニーオーケストラ千葉による

演奏会を４１公演実施しました。また、青葉

の森公園芸術文化ホールで青葉能公演を開催

しました。 

改善  



施策４ ちば文化の創造に向けて 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

「童謡フェスティバル」で

は、会場がほぼ満席で、アン

ケートにおいても大変好評で

した。 

「千葉・県民芸術祭」では、

美術・音楽・舞踊等のアマチ

ュア芸術文化団体の日頃の活

動成果を発表することができ

たと同時に、７６,０００人を

超える出品参加者や入場者が

ありました。 

 また、「記念コンサート」や

「自主的文化活動支援事業」

への参加者数は、６,０００人

を超え、「芸術文化フォーラ

ム」では、文化に関する公演

や各芸術文化団体とＮＰＯ法

人の代表により、「ちば・文化

のうねり」をテーマにパネル

ディスカッションを行いまし

た。  

県 民 が 提 案

し、企画・運

営する新たな

文化芸術祭の

実施〔文化振

興課〕  

千葉県文化会館において「童謡フェスティ

バル」を開催したほか、「千葉・県民芸術祭」

として、県美術会の千葉県展など、邦楽や洋

楽などアマチュア芸術文化団体２４団体によ

る公演・展示会を開催しました。    

また、「記念コンサート」として、アマチュ

アのオーケストラである松戸シティフィルハ

ーモニー管弦楽団による演奏会やＮＰＯ団体

を含むアマチュア文化団体が、県内６市にお

いて実施した１２事業に対して助成を行いま

した。 

 さらに、千葉県芸術文化団体協議会との共

催で「芸術文化フォーラム」を開催しました。

現状維持  
・児童生徒が絵画作品や生の

音楽に触れ、感動を共有する

ことにより、豊かな情操をは

ぐくむことができました。 

児童が質の高

い文化芸術に

ふれあう機会

づくり  
〔（教）文化財

課、（教）指導

課〕  

・学校音楽鑑賞教室 

  全 68 公演実施、参加者数３７，０２８人

・盲・聾・養護学校巡回コンサート 

 全 14 公演実施、参加者数 ２，８３１人

・こどものための展覧会 

  7/19～8/24 実施、入場者数４，７１４人

 
現状維持  



施策４ ちば文化の創造に向けて 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

「ミュージック･マスター

ズ･コースｉｎかずさ」では、 
・優秀な指導者の下、受講生

の音楽性も十分高めること

ができました。  
・管と絃の両部門での音楽セ

ミナーは充実した内容であ

り、演奏会の評価も高まっ

ています。 

・リハーサルやシンポジウム

は公開され、地域市民及び

音楽リーダーの聴講があ

り、県民文化の振興につな

がりました。 

・書や能といった日本の伝統

文化の体験を通して国際交

流をより深めることができ

ました。 

世界へ飛ぶ・

クラシックコ

ンサートｉｎ

かずさ事業  
〔 文 化 振 興

課〕  

世界的に活躍できるクラシック音楽の演奏

家を育てることを目的とし、かずさアカデミ

アパークを拠点として実施される国際的な音

楽アカデミー「ミュージック・マスターズ・

コース in かずさ」事業を支援しました。 

・音楽セミナー（６月１２日～６月２８日）

各国から講師２０名、受講生５２名参加。 

・成果発表コンサート（６月１９日～６月２

８日の間に５回） 

・シンポジウム：国際文化交流フォーラム(６

月２８日)、アートマネジメントフォーラム

(６月２３日) 

＊成果発表コンサート、シンポジウム等の聴

衆は４，０００名 

 また、平成１５年６月に開催された「かず

さアカデミア音楽コンクール」の本選で上位

入賞した音楽家による演奏会を、６月に開催

し１,０００人の入場者がありました。 

現状維持  
指定文化財にとどまらず、文

学碑・民話・自然など地域で

ＰＲしたい文化資源を幅広く

掘り起こし、ホームページ上

で公表することができまし

た。  

ちばの文化資

源再発見事業

〔 文 化 振 興

課〕  

県内各市町村の豊かな自然・歴史の中で受け

継がれてきた文化資源情報を主体に幅広く調

査し、２,３００件以上のデータを収集し、ホ

ームページ上に公表しました。 

 

改善  
飯高檀林コンサートは，荒天

のため中止となったが，残こ

す３事業は入場定員を上回る

応募がありました。 

また，コンサートと併せて文

化財の解説を交えた夜間公開

を行い，開幕前及び終演後に

多くの方が文化財の見学を実

施しました。 

文化遺産の中

で行う演劇等

の開催  
〔（教）文化財

課〕  

・睦沢町「胡弓と観月の夕べ」コンサート 

入場者数２６０人

・佐倉市旧堀田邸観月演奏会 

入場者数１７６人

・大網白里町「平家物語」  
入場者数２７２人

現状維持  



施策４ ちば文化の創造に向けて 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ 民話読み聞かせ・語る会の

開催により、地域住民に民

話を広めることができま

した。 

・ 『いすみ民話語り方教室』

の開催により、民話伝承者

の育成に取り掛かること

ができました。 

・ 『いすみ民話祭り』では、

地域住民、学校、プロの語

り手が出演することによ

り、民話を軸とした地域交

流ができ、地域住民の生涯

学習に寄与することがで

きました。また参加者を通

して、民話を広めることが

できました。 

・ 上記の事業を通して、民話

を軸とする地域の特性を

いかした文化振興に貢献

することができました。 

民話の里づく

り事業〔文化

振興課〕  

・ 実行委員会の開催(１回)（夷隅郡市１市５

町の教育委員会から各１名委嘱） 

・ 民話ボランティア協力者募集（継続と新規

登録）合計７５名 

・ 民話の読み聞かせ・語る会の開催（５月～

３月）３７箇所 ２，０００人対象 

・ 『いすみ民話語り方教室」開催（１０月～

１１月）３箇所（夷隅町文化会館、岬町公

民館、御宿町公民館）参加者１０３名 

・ 『いすみ民話祭り』開催（２月）大多喜町

中央公民館 参加者５２５名 

現状維持  
・通訳ボランティアの案内を

成田市内のホテルに配布して

随時受付を行い、約１０件の

問い合わせがありました。ま

た、問い合わせはなくとも房

総のむらの存在アピールにつ

な が り 、 外 国 人 入 館 者 が

２１７，８０７人となり前年

度比２，２６４4 人の増となり

ました。 

・茅葺の竪穴住居(施設整備)

を地元小学生やボランティア

とともに造ることができまし

た。 

「ちば歴史ふ

れ あ い の 郷

（仮称）」の整

備〔（教）文化

財課〕  

・栄町通訳ボランティアによる見学案内を１

５回（参加者２５０名）を実施しました。 

・地元栄町立酒直小学校とボランティア（登

録２４名）により竪穴住居を復元しました。 

・外国人観光客には甲冑試着と千代紙ろうそ

くを積極的に紹介しました。 

 

現状維持  



施策４ ちば文化の創造に向けて 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・新たに５つの伝統的工芸品

を、県指定伝統的工芸品とし

て指定しました。指定された

伝統的工芸品は、「千葉県指定

伝統的工芸品展」等への出展

機会が増え、産業や文化の振

興に貢献します。  

・房州うちわ振興協議会が実

施する振興事業に対し、補助

金を交付し活性化の支援を行

いました。製作工程を後世に

残すためのビデオ等を製作

し、後継者育成のために活用

します。 

・県立房総のむらにおいて、

「郷土料理教室」「夏休みお菓

子教室」などの体験事業や講

座 を 実 施 し 、 参 加 者 は 約  
５０，０００人でした。 

「ちばの技」

学び伝え教室  
〔（教）文化財

課、観光課〕  

・平成１７年２月に千葉そごうを会場に「千

葉県指定伝統的工芸品展」を開催したほか、

「房州うちわ振興計画補助金」は補助金交付

要綱の制定、上総博物館や安房博物館に対し

て希望する伝統的工芸品を教育活用資料とし

て寄贈を行いました。 

・県立房総のむらにおいて、「郷土料理教室」

「夏休みお菓子教室」などの体験事業や講座

を実施しました。 

現状維持  
 



施策５ 情報化の推進 
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施策５ 情報化の推進 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ＡＤＳＬについては、県内のほぼ全地

域でのブロードバンドの利用が可能と

なりました。 

・ＦＴＴＨは、３３市町村となりました。

※FTTH＝Fiber To The Home 光ファイ

バーによる家庭向けのデータ通信サー

ビス 

条件不利地域

のブロードバ

ンド化の促進

〔 情 報 政 策

課〕  

・交流会等を通じて民間事業者・ＮＰ

Ｏとの情報交換を行いました。 

・他県状況に関する情報収集を行いま

した。 

・ＡＤＳＬ等について民間事業者へ働

きかけを行い、県内のすべてのＮＴＴ

局舎（２０８局）において、ＡＤＳＬ

の利用が可能となりました。  改善  
パソコンを整備したことにより、業務の

効率が向上しました。 

 

警察行政情報

ネットワーク

の拡充〔警察

本部〕  

拠点交番６か所（６警察署）に、パソ

コンを整備しました。 

 
・視覚障害者を中心とする障害者向けＩ

Ｔ講習を実施したことにより、申込をし

た６７０名の県民全てが受講し、ＩＴ利

活用能力を習得・向上でき、情報化の推

進に寄与することができました｡ 

・県立社会教育施設の情報教育施設を活

用したＩＴ講習は、４６講座（１講座１

２時間）１５施設で５７８名が受講しま

した。 

・県立学校開放講座の中のＩＴ関係講座

より１４講座４１０名が受講できまし

た。（１講座１５時間以上）  
・さわやかちば県民プラザにおいて２月

にビデオ作成講座を実施し、１０名が受

講しました。 

ＩＴ講習の実

施〔障害福祉

課、生涯学習

課〕  

・視覚障害者を中心とする障害者向け

ＩＴ講習（１１３講座）を実施 

・県立社会教育施設を活用したＩＴ講

習（４６講座） 

・県立学校開放講座の中のＩＴ関係講

座（１４講座） 

・ビデオ作成講座（２月） 

現状維持  



施策５ 情報化の推進 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ネットワークセンターの機能を充実さ

せることにより，各県立学校からの安全

かつ快適なインターネット接続が可能

になり，授業での活用が図られました。

・コンピュータで指導できない教員対象

の研修を実施し，概ね全ての教員がコン

ピュータやインターネットを活用して

授業を行えるようになりました。 

・情報処理技術者を学校に派遣すること

により，教育の情報化の推進が図られる

とともに，平成１６年度末には全県立学

校がホームページを開設しました｡ 

情報教育の充

実〔（教）指導

課〕  

・平成１６年４月当初にネットワーク

センターの移設及びサーバの構築を実

施しました。 

・情報処理技術者を希望のあった県立

高等学校２０校に派遣するとともに，

ヘルプデスクを開設し，県立学校の情

報化を推進しました。 

改善  
 平成１６年１２月末現在、受理件数は

１１件であり、オートバイ盗、部品盗、

暴走族、相談（迷惑メール）、放置バイ

ク、不法滞在外国人情報、近隣トラブル

など、様々の通報を受け、対応していま

す。  
 また、マスコミの取材を通して、ニュ

ース及び新聞紙上にも取り上げられ、幅

広い広報活動が実施できました。 

メール１１０

番システムの

構築〔警察本

部〕  

 通信指令室に携帯電話からのメール

送受信端末を設置すると共に、「メール

１１０番システム」広報用パンフレッ

トを作成して、聴覚等障害者団体に通

報の仕方や留意点についての広報を実

施しました。 

 
・助成希望のあった対象者全員の方に、

パソコンのソフト及び周辺機器等の購

入費用の一部について４９件の支給決

定を行うことができました。一方、当初

想定していた６０件の支給決定には、申

請数が到達しませんでした。  

身体障害者情

報バリアフリ

ー化支援事業

〔 障 害 福 祉

課〕  

・申請希望者に対して、申請方法や事

業内容の説明を行いました。 

・本事業に申請のあった全４９件に対

して、審査のうえ支給決定を行いまし

た。 

 

現状維持  



施策５ 情報化の推進 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①インターネットを活用した生涯学習

情報の提供 

・情報量１１，２３０件(3/25 現在) 

・アクセス件数２６２，３７７件(２月

末時点) 

②オンライン講座実施 

・アクセス件数１２，８６５件（２月末

現在） 

・掲示板アクセス件数１，２１３件（3/25

現在） 

③オンライン講座新規開設（５講座） 

・初心者のための Flash 講座５（12 月）

・中級ﾜｰﾄﾞ講座実践編（３月） 

・中級エクセル講座（３月） 

・いまさら聞けないデジタルカメラの使

い方（３月） 

・初心者のための絵手紙入門（３月） 

生涯学習情報

提供システム

の充実〔（教）

生涯学習課〕  

・情報検索システムの改良（検索項目

の充実）について調査・研究し、技術

的課題を明確にしました。  
・情報収集方法の改善等により大学等

の高等教育機関との連携強化に努めま

した。  
・ホームページの掲示板を活用したオ

ンライン講座を、新規に５講座開設し

ました。  
・レンタルディレクトリを新規に１箇

所に貸し出しました。 

改善  
・実証実験を推進する体制作りはできま

せんでした。 

・不足している高度ＩＴ人材の育成基盤

の構築が、幕張新都心において図られま

した。 

幕張新都心 IT
拠点形成事業

〔 産 業 振 興

課〕  

当初、予定していた実証実験事業に

ついては、実験を実施する予定であっ

た企業との調整がつかなかったため推

進体制はできませんでした。 

しかしながら、企業ヒアリングを通

じ要望の多かったＩＴ人材育成基盤構

築については、国からモデル事業とし

て採択されたのに伴い、研修・発表会

を実施し、報告書を作成しました。 

「プロジェクトマネジメント研修」

１１月２７日から２８日、「プロジェク

トマネジメント発表会」１月２８日

計３日間開催しました。 大幅に縮小  



施策５ 情報化の推進 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

各システム及びホームページについ

て、適切に維持管理が行われました。

農林水産部職員向けの「農林水産部業務

支援サイト」とホームページ「ちばの農

林水産業」を連携させることで、効率的

な情報の蓄積と提供を行い、農林水産分

野における県民サービスの向上が図ら

れました。  

農林水産業情

報システム化

推進事業〔農

業改良課〕  

・農林水産業情報システム（情報セン

ター）の運用及び維持管理を行いまし

た。  
・開発部会（個別情報システムの改良・

開発）を４回開催しました。  
・関連する会議に併せて、システムの

操作研修を行いました。 

 

現状維持  
「千葉県ＣＡＬＳ／ＥＣ整備基本構

想及びアクションプログラム」の構想に

沿った整備を進め，平成１６年度は事業

量にある６つのサブシステムからなる

千葉県電子調達システムの構築を完了

し、架空案件による実証実験を終了しま

した｡ 

電子調達システムが構築されたこと

により、電子入札の実施が可能になりま

した。 

 

 

電子入札の導

入〔建設・不

動産業課、管

財課、情報政

策課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子調達システムの開発及びシステ

ムによる模擬入札・実証実験（架空案

件による試行）を実施しました。 

なお、千葉県電子調達システムの構築

範囲は次の通りです｡ 

・業務進行管理システム：契約に関す

る一連の事務手続を電子的に行うシス

テム 

・電子入札システム：コアシステムを

ベースに入札を電子的に執行するシス

テム 

・入札情報サービスシステム：インタ

ーネットを利用して，入札情報の公表

を行うシステム 

・名簿管理システム：入札参加資格者

名簿を電子的に管理するシステム 

・電子申請サービス：インターネット

を利用して入札参加申請を電子的に行

うシステム 

・シングルサインオンシステム：県職

員の利用権限の確認をポータル画面に

おいて行うシステム 改善  

・基本設計が完了し、申請･届出等行政

手続きのオンライン化システムの開発

に向けた取り組みを推進しました。  
・関係各課から、申請・届出等のオンラ

イン化を予定している個別手続名につ

いて，提出を受けることになりました｡

申請 ･届出等

行政手続きの

オンライン化

システムの構

築〔情報政策

課、警察本部〕 

・基本設計に当たり、優れた機能、ノ

ウハウ等を含む提案を広く募集する公

募型プロポーザル方式による業者選定

し基本設計を委託しました。 

・関係各課との調整を行いました｡ 

改善  
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施策６ 健康福祉千葉方式による施策推進のための基盤整備 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・２００５年アクションプラン策

定作業部会及び２１世紀健康福祉

戦略検討委員会における検討を踏

まえ、県民の意見を取り入れた２

００５年アクションプランの案を

作成しました。 

・「プロジェクト・ブレーメン」に

おいて、官民協働でプロジェクト

の推進に取り組みました。 

・千葉県地域福祉支援計画推進作

業部会を立ち上げ、同計画の推進

において県民の意見を反映させま

した。 

２１世紀健康

福祉戦略（健

康福祉千葉方

式による施策

展開）を推進

する事業〔健

康 福 祉 政 策

課〕  

・２１世紀健康福祉戦略検討委員会を２

回開催しました。 

・「新たな地域福祉像」実現に向けた１０

の実践として「プロジェクト・ブレーメ

ン」※を展開し、労働、まちづくりなど県

民生活に関する各種施策分野を従来の枠

組みを超えて健康福祉の視点からコーデ

ィネートし、部局横断的なプロジェクト

の展開を図りました。 

・２００５年アクションプラン策定作業

部会を１０回開催しました。 

・千葉県地域福祉支援計画推進作業部会

を１回開催しました。 

※ プロジェクト・ブレーメン：ロパ、イヌ、

ネコ、オンドリが、それぞれ自分たちの特徴

を生かして協力しながら泥棒を退治し、楽し

い音楽を奏でながら仲良く一つの家に暮らし

たというグリム童話の「ブレーメンの音楽隊」

からヒントを得たものです。千葉県民の一人

ひとりが、障害の有無や年齢に関係なく、み

んながそれぞれの持ち味を出しながら、仲良

く暮らしていける地域社会をつくっていきた

いという願いをこめて、「プロジェクト・ブレ

ーメン」としました。  現状維持  
①健康福祉千葉方式により、平成

１６年７月､「第三次千葉県障害者

計画」が策定され、併せて千葉県

障害者地域生活づくり宣言」が公

表されました。これにより、本県

の障害者福祉は、誰もがありのま

まにその人らしく地域で暮らす新

たな地域福祉像の実現に向けて、

大きく一歩を踏み出し、障害者の

地域生活を支える様々な施策が今

後展開されようとしています。  
②「千葉県次世代育成支援行動計

画－未来をひらく、地域の子育て」

を策定しました。 

新・千葉県障

害者計画（仮

称）及び千葉

県 行 動 計 画

（仮称）を策

定 す る 事 業

〔 障 害 福 祉

課、児童家庭

課〕  

①・タウンミーティング３回、ミニタウ

ンミーティング４回開催（計１，５１

５名参加） 

・策定作業部会開催（５回）・千葉県障

害者施策推進協議会開催(６月２９日)

・「第三次千葉県障害者計画」策定・「千

葉県障害者地域生活づくり宣言」公表

（７月８日） 

②・策定作業部会を２４回、グループ討

議を１４回開催し、県民主体の計画づ

くりを行いました。 

・タウンミーティングを６回、ミニタ

ウンミーティングを１０回開催し、約

３千人が参加しました。  
拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

会議の発足に至っておらず、健康

福祉千葉方式への企業の理解が進

んでいません。 

健康福祉千葉

方式を応援す

る企業人会議

（仮称）の発

足を支援する

事業〔健康福

祉政策課〕  

各種民間団体からの健康福祉施策に係る

要望について回答を行っています。 

 

現状維持  

県と城西国際大学ジョイント公開

講座の開催により、学際地域福祉

研究機構の創設に向けた場づくり

を進めることができました。  

学際地域福祉

研究機構（専

門大学院）の

設置を支援す

る事業〔健康

福祉政策課〕  

千葉県・城西国際大学ジョイント公開講

座を開催しました。 

現状維持  

福祉サービスの利用当事者や現場

の第一線で働いている方々から、

２００５年アクションプラン(案)

の事業内容について具体的な提言

を受けることができました。 

福祉見直し委

員会を設置し

て福祉サービ

スの見直しを

行う事業〔健

康 福 祉 政 策

課〕 

２１世紀健康福祉戦略検討委員会の下

に、作業部会（２００５年アクションプ

ラン策定作業部会、中核地域生活支援セ

ンター評価専門部会等）を設置し、アク

ションプランに掲載している事業等に関

する評価・検討を行いました。 

改善  

１６年度中に新たに５市において

地域福祉計画が策定され、１６年

度末現在、８市 1 町で地域福祉計

画が策定されました。 

市町村地域福

祉計画の策定

を支援する事

業〔健康福祉

指導課〕  

市町村が地域福祉推進策への支援とし

て、県が平成１６年３月に策定した「千

葉県地域福祉支援計画（「福祉力！」計

画）」に基づき、市町村地域福祉計画の策

定を支援しました。 現状維持  
「県地域福祉フォーラム」の事務

局として補助採択された千葉県社

会福祉協議会において、地域福祉

を推進するための事業が行われま

した。 

・県地域福祉フォーラム･プレ会議

２回、ミニ･県域地域福祉フォーラ

ム１回、県地域福祉フォーラム１

回 

・広域地域福祉フォーラム開催タ

ウンミーティング開会費用助成 

地域福祉フォ

ーラムの設置

を支援する事

業〔健康福祉

指導課〕  

地域の多くの住民･団体が協働して、地域

福祉を推進するために設置する組織であ

る地域福祉フォーラムの全県域組織であ

る「県地域福祉フォーラム」の設置･運営

等を行う団体（１団体）を公募し、審査

で選定し、補助金を交付しました。 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

千葉県地域福祉支援計画で提示し

た小域福祉圏の考え方をもとに、

小域福祉圏のモデルの在り方につ

いて、研究会においてより詳細な

検討を進めています。 

小域福祉圏の

モデルを構築

する事業〔健

康 福 祉 政 策

課〕  

千葉県地域福祉支援計画を公表しまし

た。 

小域福祉圏のモデル提示については、市

町村からの個別の要望は未だありません

が、現在、プロジェクト・ブレーメン「『誰

にもやさしい』まちづくり研究会」を８

回開催し、より詳細な検討を進めていま

す。 現状維持  

・「ちばバリアフリーマップ」を作

成・公開することにより、障害者

等が外出時に不安を取り除き、活

動の幅を拡げる上で重要となる駐

車場やトイレなどのバリアフリー

情報の提供ができました。  
・公募による県民等の委員から構

成される「誰にもやさしい」まち

づくり研究会を設置して、新しい

地域社会（ブレーメン型地域社会）

を実現するための手順及びブレー

メン型地域社会のイメージ(案)を

作成しました。  

ユニバーサル

なまちづくり

を推進する事

業〔健康福祉

指導課〕  

・障害者等が自ら参画し作成した県内初

のシステムとして「ちばバリアフリーマ

ップ」を作成・公開したとともに、内容

の充実を図りました。 

・公募による県民等の委員から構成され

る「誰にもやさしい」まちづくり研究会

を設置し、新しい地域社会（ブレーメン

型地域社会）づくりをソフトとハードの

両面から検討しました。 

改善  
・各市町村で、地域の福祉推進主

体を活用した地域福祉推進のため

の事業や在宅福祉サービスの推進

事業の経費の一部を県が助成する

ことにより、地域のコミュニティ

の構築を進めることを支援しまし

た。  
・ちばの地域福祉  先駆的・モデル
市町村と協働して地域福祉の基盤

整備事業、地域社会形成への支援

事業、地域福祉の推進に向けた人

材育成・資質向上に対する事業な

ど、地域福祉の推進を行いました。 

地域社会（コ

ミュニティ）

づくりの推進

を支援する事

業〔健康福祉

指導課〕  

・地域コミュニティづくり推進支援事業

補助金：６５市町村へ補助 71,786,140

円 

・ちばの地域福祉  先駆的・モデル市町村
の募集・指定：７市  

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

小域福祉圏ごとに、地域のできる

だけ多くの人たちが参加した「小

域福祉フォーラム」の設置を行う

仕組みづくりを検討しました。 

地域生活の安

全を確保する

ための連絡網

（セーフティ

ネット）の構

築を支援する

事業〔健康福

祉指導課〕  

障害者・高齢者等の地域における生活実

態調査や地域でのネットワークづくりを

行う社会福祉法人・自治会・ＮＰＯ等の

民間団体の活動を支援するため、行政機

関等との連絡・調整等の仲介を行うとと

もに、ホームページでの広報等を行いま

した。  
 拡大  

県で実施の３６の研修について各

課のプレゼンテーション、検討を

行い、提案に向けた土台づくりが

できました。地域総合コーディネ

ーター集中特訓研修の実施に向け

研修概要を作りました。 

千葉県福祉人

材育成プログ

ラムを開発す

る事業〔健康

福祉指導課〕  

「明日の地域福祉を創る」人材育成作

業部会を８回開催し検討を行いました。

また、平成１７年度実施予定の地域総

合コーディネーター集中特訓研修マニュ

アル作成委員会を２回実施しました。 

 

現状維持  
６団体の募集に対し、５団体の交

付決定を行った。地域での自主的

な勉強会等が県内５地域で開催さ

れ、福祉従事者等の資質向上や地

域での人的ネットワークの構築に

貢献した。 

福祉塾・若手

（ジュニア）

福祉塾の開催

を支援する事

業〔健康福祉

政策課〕  

福祉塾及びジュニア福祉塾補助金の交付

要綱を制定し、募集を行うとともに交付

決定を行った。 

拡大  
知的障害者約７０名が訪問介護

員養成研修３級課程の資格を取得

した。 

福祉ピアサポ

ータ ー (当 事
者で家事介護

をお手伝いす

る人 (ホ ー ム
ヘルパー )等 )
育成する事業

〔健康福祉指

導課〕  

・民間事業者が行う、知的障害者を対象

とした訪問介護員養成研修の指定事務を

行った。 

 ４件(３事業者)  

定員：９５名（内知的障害者約７０名）

・研修希望者等にホームページを活用し

て情報提供を行った。 

現状維持  
・保健・医療・福祉に関する各種

相談の総合窓口としての機能が充

実しました。  
・健康福祉センター、中核地域生

活支援センター等福祉の関係機関

が連携し、相談者への助言や情報

提供等のワンストップ化が促進し

た。 

「健康福祉の

駅」障害者等

情報拠点を整

備 す る 事 業

〔健康福祉指

導課〕  

・保健・医療・福祉に関する各種相談の

総合窓口として機能を充実させるため、

全健康福祉センターに「配偶者暴力相談

支援センター」を開設しました。 

・中核地域生活支援センターと市町村、

健康福祉関係機関との連携を深め、相談

者への更なるワンストップ化を図るた

め、連絡調整会議を設置しました。 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・検索システムを専門用語から、

「どのようなサービスをお探しで

すか」など理解しやすい言葉に変

更し、また用語解説から施設の一

覧が検索できるなど、県民が利用

しやすい仕様に変更することがで

きました｡ 

・在宅介護の情報を追加すること

ができました。 

・新システム稼動後より、ホーム

ページへの１月あたりのアクセス

件数が２，０００件から約３，０

００件へ増加しました。 

福祉サービス

情報公開総合

システムを拡

充 す る 事 業

〔健康福祉指

導課〕  

・調査票発送約１２，０００通 データ

入力(委託事業者及び登録施設事業者に

よる直接入力) 

・掲載施設数を５８施設 約１７００件

から介護事業所等を加え､９１施設（事業

所）１１，６００件へ増やしました｡ 

改善  
・「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌほーむぺー

じコンテスト研究会」での検討内

容を参考に、ホームページのデザ

インなどを変更できました｡ 

「健康福祉・

情報の森」に

よって情報障

壁（バリア）

を解消する事

業〔健康福祉

指導課〕  

・ホームページの更新 平均７回/月 そ

の他随時更新。 

・ホームページの様式更新 ２回/年 

改善  
健康福祉千葉方式による施策推進

のための基盤整備に向け、地域情

報スタンドの構築を検討しまし

た。 

地域情報スタ

ンドを構築す

る事業〔健康

福祉指導課〕  

地域情報スタンドの構築を課内検討しま

したが、実施主体を再検討する必要が生

じたため、モデル地区の選定までに至り

ませんでした。今後は、「小域福祉フォー

ラム」と連携し、取り組んで参ります。

改善  
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施策７ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ちばの地域福祉 先駆的・モデ

ル市の取組を他の市町村の地域

コミュニティの構築の参考とし

て進めることを支援しました。 

「施設から地域

の 暮 ら し の 中

へ」移行を推進

するモデル市町

村を指定する事

業〔健康福祉指

導課〕 

・ちばの地域福祉 先駆的･モデル市町村

を募集及び指定 

 市川市、館山市、東金市、旭市、柏市、

流山市、我孫子市の７市を指定 

 

拡大 

①子育て短期支援事業 

・ショートステイ・トワイライ

トステイ実施数（16 年度） 

ショートステイ：１３３人、

１９１日 

トワイライトステイ：２４１人、

２６４日 

②仕事と家庭両立支援事業 

・ファミリー・サポート・セン

ター登録会員数：１７年３月末

１２，５６７名  
・ファミリー・サポート・セン

ター活動件数：１７年３月末

７３，３８７件  

子育てを支える

「もう一つのお

家」を設置する

モデル事業〔児

童家庭課〕 

①子育て短期支援事業（ショートステ

イ・トワイライトステイ） 

・事業実施市町村 １市（松戸市） 

②仕事と家庭両立支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター） 

・事業実施市 １４市（松戸市・市川市・

我孫子市・船橋市・習志野市・八千代市・

柏市・鎌ヶ谷市・野田市・流山市・千葉

市・浦安市・白井市・四街道市） 

うち、県補助対象市 ５市（野田市・

流山市・浦安市・白井市・四街道市） 

＊ 県補助対象助期間・・・３年間 

・ファミリー・サポート・センター・ア

ドバイザー交流会 ２回実施（７月・１

月） 拡大 

支援センターの設置を促進す

るため、県単独の補助制度とし

て、平成１６年度から「なのは

な子育て応援事業を」創設した

ところであり、合わせて１９２

か所の保育所で子育て相談等が

行われることとなりました。 

地域子育て支援

センターの整備

を促進する事業

〔児童家庭課〕 

地域子育て支援センターの設置予定数

７３か所に対して７５か所を設置するこ

とができました。 

 ３７市町村 ７５か所に対し、補助 

・指定施設４４か所 

・小規模型（基本）３１か所 

・小規模型（保健相談加算）８か所 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

提案した事業は規制の特例措置

として認定されましたが、事業

実施する法人を現在募集中であ

り、事業実施には至っていませ

ん。 

特別養護老人ホ

ーム・各種の障

害者施設の定員

を 小 さ く 分 け

て、地域の中で

地域の人と暮ら

しが共有できる

施設を整備する

事業（地域分散

出張所（サテラ

イト）事業）〔健

康福祉政策課〕 

構造改革特別区域法における事業提案を

行いました。 

現状維持 

事業所数が少なく、地域生活の

実現につながっていません。 

障害者・高齢者

を短期間一時的

に預かるサービ

スを拡充する事

業〔健康福祉政

策課〕 

・本事業は現行の制度で既に実施可能で

あり、構造改革特別区域法における事業

提案は行いませんでした。 

・障害児(者)を一時的に預かるサービス

を行う医療機関を１箇所指定しました。

現状維持 

事業提案は認められず、従来ど

おり県単独事業で生活ホームや

ふれあいホームの整備を進めて

います。 

生活ホーム・ふ

れあいホームの

運営に対して仲

間と一緒のお家

（グループホー

ム）と同じよう

支援を行う事業

〔健康福祉政策

課〕 

地域再生制度により事業提案を行いまし

た。 

現状維持 

研究会において検討を進めてい

ます。 

第３の類型（新

しい型の仲間と

一緒のお家（ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟﾎｰﾑ）と介護

付住宅）の整備

を促進する事業

〔健康福祉政策

課〕 

プロジェクト・ブレーメンにおける「様々

な方がつどう住まいの場（ブレーメンの

お家）研究会」を８回開催し検討を進め

ています。 

現状維持 



施策７ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 

 

 77

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①自立援助ホーム１ヶ所及び里

親型ファミリーグループホー

ム１ヶ所が新設されました。 

②・医療法人が整備する整備す

るグループホームが単年度事

業であるため、２ユニットが

補助事業として平成１６年度

に完成しました。 

・民家改修によるグループホ

ームの整備には要望がありま

せんでした。 

・補助単価の減額により医療

法人の一つが要望を取り下げ

ました。 

③・新たな障害者グループホー

ム等の整備により、グループ

ホーム等での生活を望む障害

者等の「住まい」が、定員で

１４８人分増加することがで

きました。 

しかし、精神障害者のグルー

プホーム等の新規箇所は５箇所

で、定員１９人分の増加に留ま

りました。 

各種の仲間と一

緒のお家（グル

ープホーム）の

整備を促進する

事業〔児童家庭

課、高齢者福祉

課、障害福祉課〕 

①自立援助ホーム１ヶ所及び里親型ファ

ミリーグループホーム２ヶ所の運営を支

援しました。 

②・国庫補助制度による整備（新規整備）

  社会福祉法人の整備に対する補助 

（整備量：10 ユニット、 90 人） 

  医療法人の整備に対する補助 

  （整備量：2 ユニット、 18 人） 

  NPO 法人等の整備に対する補助 

 （整備量：なし） 

・県単独補助による整備（民家改修）

  社会福祉法人等の整備に対する補助

（整備量：なし） 

③・知的障害者グループホーム２８箇所

・精神障害者グループホーム ３箇所

・精神障害者ふれあいホーム ２箇所

の計３３個所（県所管分）の障害者グル

ープホーム等が新たに整備されました。

①③拡大 ②縮小 

 実態検証により、高齢者と障

害者の生活の様子、変化、エピ

ソード等が把握され、共生によ

る効果や課題等を部分的に確認

することができました。 

 次年度も検証を進め、効果や

課題等の最終的な把握・整理を

行う予定です。 

高齢者と障害者

共同グループホ

ームモデル事業

〔障害福祉課〕 

共生型グループホーム（認知症高齢者

グループホームと知的障害者グループホ

ームが渡り廊下等で繋がる。）１箇所にお

いて､高齢者と知的障害者の関わりの中

での生活等の実態検証をしました。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・平成１６年１０月以降、各健

康福祉センター１４の圏域で中

核地域生活支援センターを開設

しました。 

 平成１６年１０月から１７年

３月までの６か月間の相談件数

は、全県で１３，３６８件、こ

のうち約８１％が障害者関係、

子育てや介護関係が約１０％と

いう結果でした。 

また、権利擁護に係る相談件

数は８４６件という結果でし

た。 

・各圏域で各健康福祉センター

において、市町村等関係機関と

の連絡調整会議を開催しまし

た。 

中核地域生活支

援センターモデ

ル 事 業 の 拡 充

〔健康福祉政策

課〕 

研究会を６回開催、説明会の開催、公募、

選考委員会の開催、 

事業者の決定、連絡調整会議を１４箇所

で実施。 

現状維持 

①親子、高齢者、障害者その他

誰でもが集える場として、「街か

ど親子・高齢者・誰でもふれあ

いサロン」をモデル的に開設す

る団体に、その初期費用を助成

しました。地域の中で根付き、

また、同様の事業が全県に普及

していくことが期待できます。 

②子供同士、親同士の交流が図

れ、それにより育児不安の解決

の糸口や、また問題解決に必要

と思われる援助等を行いまし

た。 

各広場で子育て及び子育て支

援に関する講習の実施を月 1 回

程度行いました。 

親子や高齢者な

どが誰でもいつ

でも利用できる

「街かど親子ふ

れあい広場」設

置 モ デ ル 事 業

〔健康福祉指導

課、児童家庭課〕 

①街かど親子・高齢者・誰でもふれあい

サロンのモデル実施事業団体を募集し、

助成しました。 

  ３箇所 計１，０００千円補助 

②子育てに関する相談・援助の実施（マ

タニティサロン、ティータイム、グルー

プ講座等）や子育ての情報提供（パソコ

ン、チラシ等）を５市７か所（我孫子市、

浦安市、東金市、市原市、印西市）で実

施しました。 

①拡大 ②改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

事業の実施に向け検討を進めて

おり、まだ事業実施に至ってい

ません。 

誰でも使える簡

易なＩＴ（コン

ピュータなどで

情報をやりとり

する技術を）活

用して地域生活

を支援する「関

わ り 合 い お 助

け」モデル事業

〔健康福祉政策

課〕 

１５年度に行った先駆的地域福祉事業に

より指定した事業者とともに、本事業の

実施に向け検討を進めました。 

現状維持 

①研修を行ったことにより、ケ

アマネージャーなどが福祉用具

に関する知識、居住環境や住宅

改修に関する知識を得ることが

でき、より適正な介護保険サー

ビスの提供等に役立っている。 

②障害者ケアマネジメント従事

者（障害者ケアマネジメント従

事者上級）研修受講者が、「障害

者がありのままに、その人らし

くより快適な生活が営めるため

の住まいの改善」について、基

本的な考え方やノウハウを修得

することができました。 

高 齢 者 ・ 障 害

者・子どもの住

まいの改善を応

援する事業〔保

険指導課、高齢

者福祉課、障害

福祉課〕 

①市町村が実施する福祉用具・住宅改修

研修事業に対し、県として補助を行いま

す。 

  実施市町村：２か所 

②障害者ケアマネジメント従事者研修

（新規研修）、障害者ケアマネジメント従

事者上級研修（上級研修）（２研修合同講

義）において、１時間の講義を実施しま

した。 

受講人員 新規研修 約１２０名 

  上級研修 約３２名 

現状維持 

手助けが必要な

その人に合わせ

た 「 パ ー ソ ナ

ル・アシスタン

ス支援」を全県

下に展開する事

業〔健康福祉指

導課〕 

 

 

 

 

・パーソナル・アシスタンス事業を行う

団体を募集し、助成しました。 

  ２団体 計１，１００千円補助 

・星の数ほど｢あなたのために｣支援事業

の委託団体を募集し、委託しました。 

（緊急地域雇用創出特別基金事業） 

４団体 計８，９０４千円 

 

 

 

 

 

・パーソナル・アシスタンスを

行うＮＰＯ等の支援として、①

産褥期の親のサポート事業、②

知的障害（児）者の社会自立に

向けてのトータルケア事業に対

して助成しました。地域の中で

根付いていくことが期待できま

す。 

・障害者・高齢者・難病患者、

彼らを抱える家族、子育て中の

母親など全ての支援を必要とし

ている人に合わせた「星の数ほ
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

どあなたのために」事業として、

４団体にモデル実施を委託しま

した。この成果を次年度以降、

全県的に普及させていきます。 

 

 

 

拡大 

平成 16 年中は、振り込め詐欺

の発生が急増し、12 月中は 159

件と月間最多の発生件数を数え

ましたが、平成 17 年３月中につ

いては、34 件と大幅に減少しま

した。 

また、刑法犯における高齢者

（65 歳以上）の被害者数につい

ても、平成 16 年中は 10,165 人

（前年比－1,271 人）と減少する

とともに、平成 17 年１～３月期

も前年同期比－534 人と減少し

ています。 

なお、詐欺被害については、

平成 16 年中で 452 人（前年比＋

116 人）と増加しましたが、平成

17 年１～３月期においては、前

年同期比－36 人と減少していま

す。 

総合的な高齢者

保護対策の推進

〔警察本部〕 

○ 自治会等に対する防犯講話を 

平成 16 年中 666 回（受講者数 34,946 人）

うち高齢者 69 回（受講者数 4,226 人）

平成 17 年 1～3 月 129 回(受講者数 7,370

人） 

うち高齢者 27 回（受講者数 1,435 人）

実施し、振り込め詐欺をはじめとした、

高齢者を狙う悪質な詐欺事件等への対処

方法等について啓発を行いました。 

○ 高齢者が被害に遭いやすい悪質商法

に関する相談を 

 平成 16 年中     22,842 件 

 平成 17 年１～３月  6,265 件 

受理し、対処方法等について教示を行

いました。 

○ 悪質商法事件（ヤミ金融事犯、特定

商取引法等事犯、知的財産権侵害事犯）

について 

平成 16 年中 55 事件（119 人） 

平成 17 年１～３月  17 事件（ 32 人）

 検挙しました。  

・地域福祉サービスの起業に関

するマニュアルの作成などにつ

いては、研究会において民間の

委員と協働して検討を進めてい

るところです。 

・障害者就労モデル事業におい

て、１件事業化を図りました。 

 

 

 

地域福祉に貢献

する起業を支援

する「新しい風

起業支援」事業

〔健康福祉政策

課〕 

・プロジェクト・ブレーメンにおける「「あ

なたに合わせた支援」を星の数ほど研究

会」を８回開催し、地域福祉サービスの

起業に関するマニュアルの作成を進める

とともに、起業を支援する組織の設立に

ついて検討しました。 

・地域福祉サービスに関するニーズの把

握及び事業の立ち上げについて、モデル

事業を行いました。 

・障害者就労モデル事業を引き続き実施

しました。 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

事業の検討にとどまり、実施に

は至りませんでした。 

地域福祉に貢献

する事業を応援

する私募債「ご

近所債」等モデ

ル事業〔健康福

祉政策課〕 

公募による研究会を設置し、事業のあり

方についての検討を行いました。 

（研究会４回開催） 

休止・廃止 

・現在、研究会において民間の

委員と協働して検討を進めてい

ます。 

地域福祉ＮＰＯ

（共済）バンク

研究会を設置す

る事業〔健康福

祉政策課〕 

・プロジェクト・ブレーメンにおける「新

たな地域福祉像」実現のための事業と財

源のあり方研究会を８回開催し検討を行

いました。 

現状維持 

・研修会の開催により、作業所

職員のマーケティング、経営ス

キル、商品企画等の経営能力の

習得に寄与しました｡ 

・経営アドバイザー事業を通じ、

作業所製品の売上向上策などの

具体的なアドバイスを行い、経

営活動を支援しました｡ 

・アンケート調査の実施により、

各作業所の製品等の基礎データ

が得られたことから、今後、デ

ータベース化を図り、営業活動

の支援に活用していきます｡ 

・収益力や工賃の高い先進成功

事例の調査･分析した結果を各

作業所に周知することにより、

今後の事業展開に活用してもら

います。 

福祉作業所等の

営業を応援する

事業〔障害福祉

課〕  

・研修会を県下４会場で延べ１６日間開

催しました。（参加作業所等数１０６施

設、参加者１９５人） 

・経営アドバイザー事業を県下７会場で

実施し，２１作業所に対し個別経営相談

を行いました。 

・作業所に対しアンケート調査（作業所

間ネットワーク形成基礎調査、有効回答

２３３）を実施し、作業所の経営・営業

の実態を把握しました｡ 

・県外作業所等の収益力向上成功事例に

ついて情報収集と分析を行いました。 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・研修会の開催により、作業所

職員のマーケティング、経営ス

キル、商品企画等の経営能力の

習得に寄与しました。 

・調査結果により、作業所等の

基礎データが得られたことか

ら、今後、営業活動の支援、作

業所間ネットワークづくりに活

用していきます。 

福祉作業所等の

職員のための千

葉県連絡協議会

の設立・運営を

支 援 す る 事 業

〔健康福祉指導

課、障害福祉課〕 

「福祉作業所等の営業を応援する事業」

として実施 

・作業所間ネットワーク形成基礎調査の

実施 

・研修実施（４日×４会場） 

 

現状維持  
 中核地域生活支援センターに

おいて、地域における必要な諸

サービスを総合的にコーディネ

ート（調整・組立・支援）する

役割を担う地域福祉コーディネ

ーターを育成するプログラムの

開発に向けた検討を行った。  
 

福祉分野の若手

長期従事者の資

格取得を支援す

る事業〔健康福

祉指導課〕  

 「『明日の地域福祉を創る』人材育成作

業部会」を設置し、県内で実施している

研修の総点検、地域福祉コーディネータ

ーの育成プログラム等、千葉県における

福祉人材育成の推進について検討するた

め、８回の作業部会を開催しました。 

 福祉関係の資格取得の支援についての

検討は、平成１７年度に開催する作業部

会で実施する予定です。 現状維持  
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施策８ 自らつくる健康と安心を育む医療 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①保育所の保育士や幼稚園の教諭及

び保護者が、子どもの心の健康問題を

抱えており、講演会や個別相談で支援

が図れました。今後も継続した事業が

要望されています。 

② スクールカウンセラーの配置 

・相談件数（中学校）51,666 件（多

い順 ①不登校、②対人関係、③ 性

格・身体、④家庭問題） 

・教職員、保護者を対象として、子育

てや教育相談等に関する講演会の実

施  

保育園・幼稚

園児、小・中

学生の心の健

康を支援（サ

ポート）する

事業〔児童家

庭課、（教）指

導課〕 

①・連絡調整会議 ２回 

・「幼児の心の健康」の講演会を開催：

４回（参加者数 165 人） 

・個別指導 ４回（参加者数 15 人） 

② スクールカウンセラーの配置    

・公立中学校２７５校 

（全公立中学校の 84％）

・県立高等学校２０校 

（全県立高等学校の 13.5％）

①現状維持 ②拡大 

事業実施保健所の管内において、ピ

ア・エデュケーターが地域活動を実施

していましたが、他地域においても活

動の場を広げて展開できるようにな

りました。 

中学生・高校

生による健康

づくりピア相

談〔児童家庭

課〕 

・ピア・エデュケーション 

 １２回 参加者数 ９６４人

・ピア・エデュケーター養成セミナー

 ２コース 参加者数 ８５人

・生徒や保護者に対する思春期教室を

実施 １回 参加者数 ２６４人 

・保健所において連絡調整委員会（思

春期専門委員会）を開催  ２回 現状維持 

・県民を対象とした講演会を開催し、

たばこの健康に対する悪影響や受動

喫煙防止対策について啓発を図るこ

とが出来た。 

・県教育庁を通じて禁煙指導者講習会

の参加を通知したため、教職員が多く

受講し事業を通じて効率的な連携が

図れた。 

・保健所において禁煙相談を実施する

ことにより、支援の方法やノウハウが

理解でき、禁煙相談についての市町

村、関係機関等の連携が図れた。 

・医師が直接禁煙指導をすることで、

たばこと健康に関する正しい知識の

普及が図れた。 

「県民をたば

こ か ら 守 ろ

う！」推進事

業〔健康増進

課〕 

・県民の健康を守る観点から、たばこ

が健康に及ぼす悪影響についての普及

啓発を図り、千葉県健康づくり運動の

一環として県民大会を開催した。（２２

１名参加した） 

・今年度は特に、未成年者の喫煙を防

止するため、県教育庁と連携をとり、

教職員等を対象に禁煙指導者講習会を

２回開催し、３３９名受講した。 

・禁煙を希望する者に対しモデル的に

２か所の健康福祉センターで禁煙相談

を開催した。 

・妊産婦に禁煙を推進するため、１３

市町村で開催する両親学級に医師を派

遣し禁煙指導を行った。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・千葉県乳がん検診ガイドラインを策

定し、市町村･病院等へ配布し周知が

図れた。 

・全市町村にマンモグラフィ検診が導

入された。 

・マンモグラフィ検診従事医師等研修

において、今年度、読影医師６６名、

撮影技師等５０名がマンモグラフィ

精度管理中央委員会認定を受けた。 

乳がん検診体

制の見直し・

強化推進事業

〔 健 康 増 進

課〕 

・乳がん検診ガイドライン策定委員会

によりガイドラインを策定し、千葉県

保健サービス評価専門委員会乳がん委

員会にて承認を得た。 

・市町村･病院等へ配布・ホームページ

掲載により周知を図り、市町村への説

明会を開催した。 

・ちば県民保健予防財団と委託契約し、

マンモグラフィ検診従事医師等研修４

回(１８６名参加)、乳房自己触診（ブ

レストケア）指導者等研修２回（９５

名参加）を開催した。 現状維持 

歯科保健医療

対 策 の 充 実

〔 健 康 増 進

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①・８０２０運動推進運営委員会（年

２回開催 ８月と３月に実施） 

・妊婦に対する歯科健診事業（千葉県

歯科医師会へ委託 ４３市町村で延べ

１９３名実施） 

・保育所保育士に対する乳幼児口腔環

境等に関する研修事業（千葉県歯科医

師会へ委託） 

（柏、市原、口腔保健センターの３会

場で９２名の参加） 

・シルバー人材センター会員に対する

口腔健診事業（千葉県歯科医師会へ委

託） 

（県内５１カ所で延べ６３９名の受

診  うち２０６名は２回受診） 

・口腔保健手帳作成モデル事業（千葉

県歯科医師会へ委託 モデル地区の

１、３８３名に手帳送付、うち受診者

１６名。アンケート回答数１１５名。）

②４施設で２０回の実施、歯科医師延

べ１００名の研修を実施。 

③・健歯児童・生徒コンク－ル（県内

各小中学校より選出） 

・口腔保健図画・ポスタ－の審査、表

彰（県内各小中学校より選出） 

・母と子のよい歯のコンク－ル （３０

①・ 妊婦健診の受診者数は延べ１９

３名、妊産婦の口腔保健に対する意識

の向上と口腔環境等のデータ収集を

実施した。 

・シルバー人材センター会員の健診受

診者が６３９名、健診と併せて行った

歯科健康指導を行った。また比較的Ａ

ＤＬの高い高齢者の口腔環境等のデ

ータ収集を行った。 

・保育所保育士等の研修会の参加者は

９２名と計画の約半分程度であった。

・モデル地区の住民１６００名に口腔

保健手帳配布を配布したが、手帳を利

用した受診率が非常に低かった。 

②平成１４年度から３年間で述べ

３００名程度の歯科医の研修を実施

した。 

③各種コンクール・審査会において作

品を募集し、優秀作品等について表彰

を行うとともに、受賞作品等の広報へ

の利用等により、正しい歯科保健知識

の普及啓発を図った。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

３組の応募） 

・高齢者のよい歯のコンク－ル （２１

２名の応募） 

・8020 運動普及標語（小学生９６１８

作品、中学生５４６７作品、一般３０

４作品の応募）・作文の審査（１５作品

の応募）、表彰（１１月の口腔保健大会

にて） 

・フッ化物の応用によるむし歯予防啓

発用リ－フレット配布（希望市町村） 改善 

・定期予防接種相互乗り入れ制度は平

成１６年６月より開始されましたが、

県内７９市町村中５３市町村（６

７％）が参加し、一類疾病の予防接種

については６月から１０月までの５

ヶ月間で８３９件、二類疾病の高齢者

インフルエンザでは１０月に６０２

件の利用がありました。 

・相互乗り入れ制度の県下全市町村の

参加をめざし、各市町村の予防接種体

制を考慮した要綱の一部改正を行い、

１７年度は全市町村が参加すること

となりました。 

・県域を越えて予防接種相互乗り入れ

を希望する市町村は１５市町村（１

９％）ありましたが、希望しない市町

村は６２市町村（８１％）でした。 

・全国４７都道府県に県域を越えて予

防接種相互乗り入れについて調査を

実施したところ、３９都道府県より回

答 が あ り ま し た 。 回 答 の あ っ た

３９都道府県中２２都道府県におい

て既に予防接種相互乗り入れを実施

していますが、都道府県域を越えた相

互乗り入れについて、実施予定無しが

１８都道府県、検討中が２県、無回答

が２県でした。 

広域予防接種

体制を整備す

る事業の拡充

〔 健 康 増 進

課〕 

・県域を越えての相互乗り入れ制度に

ついて意向調査を実施 

（対象：全国４７都道府県及び県内７

９市町村） 

・相互乗り入れ制度の課題に関する調

査（対象：県内７９市町村） 

・予防接種従事者研修会及び会議の開

催 

・千葉県内定期予防接種相互乗り入れ

事業実施要領の一部改正 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・電話相談によりアレルギー疾患で困

っている相談者の不安や疑問を軽減

できました。 

・ホームページ開設により、疾患につ

いて広く県民に情報提供できました。

アレルギー相

談センター事

業〔健康増進

課〕 

・電話相談を３６６件実施しました。

・ホームページを開設しました。 

・健康福祉センター・市町村担当者向

け研修会を１回開催しました。 

・健康福祉センターで行った講演会に

講師として医師を１回派遣しました。 現状維持 

①千葉県保健医療計画に規定してい

る二次保健医療圏について、夷隅長生

市原保健医療圏を夷隅長生保健医療

圏と市原保健医療圏に分割したこと

で、当該地域における医療資源の偏在

の解消に必要な基準病床数の創出が

図られました。 

 また、医療実態調査の実施により、

次期保健医療計画の策定に資する基

礎データの収集が図られました。 

②山武地域における公立病院の新し

い枠組みを目指すための「山武地区医

療センターの整備運営についての基

本方針」が決定されました。 

千葉県におけ

る保健医療提

供体制の再構

築事業〔健康

福祉政策課、

病院局〕 

①千葉県医療審議会及び同地域保健医

療部会を各１回開催し、県内医療資源

の偏在性を是正するため、千葉県保健

医療計画に規定している二次保健医療

圏の見直しを行いました。 

また、１７年度に予定している次期

保健医療計画の策定に資する基礎デー

タの収集のため、医療実態調査を実施

しました。 

②平成１６年７月１４日に山武地域医

療センター基本計画策定委員会を立ち

上げ、基本計画策定員会を４回開催す

ると共に「山武地域医療センターシン

ポジウム」を１７年１月３０日に開催

しました。 ①現状維持 ②縮小 

小児・周産期

医療の整備・

充実事業〔医

療整備課、児

童家庭課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ア 小児救急体制の整備 

(1)小児夜間・休日急病診療所への助成

１か所 

(2)小児救急医療支援事業の実施 

 ４地区 

(3)小児救急医療拠点病院の整備(運営

費助成) ３か所 

イ 周産期医療体制の整備 

(1)周産期母子医療センターの整備(運

営費助成) ３か所 

(2)周産期医療施設の施設設備整備 

１か所 

②・不妊相談センターを４保健所に開

設し、４不妊相談センターは月１回定

例の相談日を開設 

・不妊相談担当者研修会 １回 

・乳幼児医療対策事業の開始（通年）

①ア 小児救急医療体制の整備 

・小児救急医療支援事業や小児救急医

療拠点病院運営事業の実施により、県

内１５地区中１２地区で小児の二次

救急医療体制を整備しました。 

・小児夜間・休日急病診療所に対して

運営費の助成を行うことにより、市町

村が行っている初期救急医療体制の

整備を促進しました。 

イ 周産期医療体制 

・地域周産期母子医療センター３か所

へ運営費を助成することにより、周産

期医療の充実を図りました。 

・周産期母子医療センターの施設・設

備を整備する経費を助成し、それらが

整備されたことにより、総合周産期母

子医療センターを指定することがで
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

きました。 

②不妊相談センターを地域の身近な

保健所に設けたことにより、利用者か

らは、満足のいく相談体制との評価を

得ています。 

乳幼児医療費の現物給付化により

対象者・利用者ともに増加し、早期に

医療が受けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①拡大 ②現状維持 

・夜間・休日に発生する救急患者に対

応するため、患者の重症度に応じ、初

期から三次に至る救急医療体制を整

備しました。 

・ヘリコプターに医師が同乗し、医療

行為を行いながら救急搬送を行うド

クターヘリを配備し、救命率の向上を

図りました。 

・救急現場から病院に搬送する間の病

院前救護について、救急救命士や、救

急救命士に指示等を行う医師に対し

て研修を実施し、救急医療体制の質の

向上に努めました。・ 

・災害時に多数発生する傷病者に対応

するため、災害拠点病院の整備充実を

図ったほか、災害発生の早期に被災現

場に派遣され、救出・救助部門と合同

で活動を行うＤＭＡＴを整備しまし

た。 

救急医療・災

害医療整備事

業〔医療整備

課〕 

・初期救急医療体制の整備 １８地域

・メディカルコントロール担当医師へ

の研修 ＡＣＬＳ１回 

・救急救命士病院実習受入促進 

 ７病院 

・二次救急医療体制の整備 ２０地域

・広域災害・救急医療情報システムの

活用促進 消防３３、救急医療機関 

２１９ 

・救急基幹センターの整備 ８ヶ所 

・三次救急医療体制の整備 ８ヶ所 

・ドクターヘリ配備 １ヶ所 

・災害拠点病院の整備 ２ヶ所 

・災害時医療資器材の点検・入替 

５３セット 

・ＤＭＡＴの整備 ９チーム 

 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①臨床研修病院合同セミナーの参加

者増加 １２７名（５月）→１６８名

（３月） 

②・研修医が徐々に医療技術や知識を

身に付けていくことにより、将来、県

民に対して良質な医療サービスを提

供できる人材を、県として育成しつつ

ある。 

・研修医を指導する側の医師の自己研

鑽にもなり、県立病院全体の医療レベ

ルの向上につながっている。 

・17 年度の研修医は１５名となり、

16 年度の研修医７名と併せて２２名

の研修医が県立病院で働くことにな

り、医師不足の解消にもつながること

が期待される。 

千葉県内の医

師確保・若手

医師の資質向

上に向けた総

合臨床研修事

業〔医療整備

課、病院局〕 

①臨床研修病院合同セミナーを２回開

催（５月と３月） 

地域保健臨床研修担当者会議２回開

催（１月と３月） 

地域保健臨床研修モデルプログラム

作成 

②・臨床研修の実施については、事前

に作成されたカリキュラムに則り、７

名の研修医が数ヶ月ごとに高度専門病

院と地域中核病院をローテーション

し、医師としての基本的な知識・技術

を習得することができた。 

・１７年度研修医の募集については、

合同説明会の参加、インターネットに

よる公募、新聞等メディアへの広告、

病院見学会の実施等を行なった結果、

全国から４３名の応募者があり、最終

的には１５名の研修医を確保すること

ができた。 ①拡大 ②改善 

・在宅緩和ケアネットワーク運営事業

在宅緩和ケアネットワークの構築

に向けて、委託施設における課題抽出

等により各健康福祉センターの調整

会議にて関係機関との連絡調整が図

られました。 

・緩和ケア医療従事者等研修 

緩和ケアに関する医療技術及び知

識の習得が図られました。 

・在宅緩和ケア医療情報提供体制整備

委託事業 

緩和ケア医療情報の拠点を整備し

たことにより情報の提供が図られま

した。 

・在宅緩和ケアこころのケアボランテ

ィア養成研修委託事業 

養成研修を開催したことによりボ

ランティアの養成が図られました。 

在宅緩和療養

（ケア）シス

テムの構築を

進 め る 事 業

〔 健 康 増 進

課〕 

･ 在宅緩和ケアネットワーク運営事業

各関係機関のネットワークを運営す

るため、在宅緩和ケアに関する課題抽

出等の事業を５ケ所の施設に委託実施

しました。また、１０ケ所の健康福祉

センター地域で連絡調整会議を開催し

ました。 

・緩和ケア医療従事者等研修委託事業

緩和ケアに携わる医師等を対象に研

修を３回開催しました。 

・在宅緩和ケア医療情報提供体制整備

委託事業 

がん患者や家族に対して、在宅緩和

ケアに関する資源や医療情報等を提供

するため、情報提供の拠点を１ケ所整

備しました。 

・在宅緩和ケアこころのケアボランテ

ィア養成研修委託事業 

ボランティアを養成するため研修を

６回開催しました。 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・高齢者や障害者等がリハビリテーシ

ョンサービスを連続して適切に受け

られる体制整備の支援が図れた。 

・地域のリハビリテーション関係施設

従事者同士の連携と資質の向上が図

れた。 

・総合支援センターと支援センターの

連携が図れた。 

地域リハビリ

テーションセ

ンターを支援

する体制の整

備を進める事

業〔健康増進

課〕 

・前年度までに指定した支援センター

の継続指定及び今年度新規指定の候補

となる医療機関を訪問して、意向を調

査した。 

・千葉県地域リハビリテーション協議

会を２回開催し、２支援センターの新

規指定や１総合支援センター及び６支

援センターの事業評価等を行った。 

・総合支援センターの支援のもとに、

支援センター６か所が各二次保健医療

圏ごとに地域リハビリテーション支援

体制整備推進事業を行った。 

・地域リハビリテーション調整者養成

研修を１回開催した。 現状維持 

①なし 

②かかりつけ歯科医師によるフッ化

物洗口法の普及を図るため、実施可能

な歯科医院名簿の作成・配布等を行

い、病診連携体制の強化、住民への情

報提供ができた。 

③薬局において、かかりつけ薬局の立

場から「糖尿病」及び「生活習慣病予

防」のリーフレットを県民に配布し

た。 

か か り つ け

医・歯科医・

薬局を支援す

る事業〔医療

整備課、健康

増進課、薬務

課〕 

①モデル地区が決まらず、事業が実施

できなかった。 

②鎌ヶ谷市内において、フッ化物洗口

推進研修会を３回実施。フッ化物塗布

や洗口を指導できる歯科医院名簿の作

成配布。 

③事業はほぼ達成できているが、高齢

者服薬指導講習会実施支部が２１支部

中１１支部で不十分である。 

現状維持 

・平成１６年１０月以降、各健康福祉

センター１４の圏域で中核地域生活

支援センターを開設しました。 

 平成１６年１０月から１７年３月

までの６か月間の相談件数は、全県で

１３，３６８件、このうち約８１％が

障害者関係、子育てや介護関係が約

１０％という結果でした。 

また、権利擁護に係る相談件数は８

４６件という結果でした。 

・各圏域で各健康福祉センターにおい

て、市町村等関係機関との連絡調整会

議を開催しました。 

中核地域生活

支援センター

を拡充する事

業〔健康福祉

政策課〕 

研究会を６回開催、説明会の開催、公

募、選考委員会の開催、事業者の決定、

連絡調整会議を 

１４箇所で実施。 

１６年度は看護師配置を実施せず。

 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

アンケートの実施や障害者団体との

意見交換会を実施したことにより、千

葉県医師会及び千葉県歯科医師会が

障害児・者の医療に目を向けて頂くこ

とができました。 

障害児（者）

の医療サポー

トを充実する

事業〔障害福

祉課〕 

・医師会、歯科医師会及び障害者団体

に対してアンケート調査を実施しまし

た。 

・意見交換会を２回実施しました。 

・手帳作成を千葉県手をつなぐ育成会

へ委託しました。（手帳発行部数３７，

０００部） 現状維持 

重要な参考となる国のガイドライン

が本年３月に示されたこともあり、ま

た、参考にすべき他都道府県も現在同

様なマニュアル作成作業をしている

ことから、具体的な内容の検討には入

っていない。 

障害者・高齢

者等に向け災

害対策手引書

（ マ ニ ュ ア

ル）を作成す

る事業〔健康

福祉指導課〕 

・内閣府における「集中豪雨時等にお

ける情報伝達及び高齢者の避難支援に

関する検討会」の検討内容の推移を見

守った。 

・本県及び他県の現行マニュアルの問

題点等の検討をした。 

 改善 

・自閉症、知的障害などで人間ドック

を受ける機会を積極的にはもてない

人達が、人間ドックを経験しました。

・障害のある人が人間ドックを受診し

たことにより、障害特性により受診す

る事が難しい検査項目が具体的にが

わかり、その対応策を医療機関で確認

することができました。 

・医療従事者が、障害者の受診の経験

をつみました。 

障害者の総合

健康診断及び

人間ドッグを

進めるモデル

事業〔障害福

祉課〕 

障害者人間ドック １日２人ずつ５回

実施しました。 

現状維持 

 休日・夜間等において精神疾患の急

激な発症や精神症状の急変などによ

り、早急に適切な医療を必要とする精

神科救急患者等の相談に応じ、迅速な

診察の実施や精神科医療施設の紹介

を行うことができた。 

また、要措置と認めた患者の診察等

を行うほか、必要な医療施設を確保す

ることにより、救急患者の円滑な医療

及び保護を図ることができた。 

精神科救急医

療システムを

整備する事業

〔 障 害 福 祉

課〕 

休日・夜間における体制として、「精

神科救急医療相談窓口」を設置し、県

内を４ブロックに分け、各ブロックに

精神科救急輪番病院等を３６５日間配

置した。 

措置・応急・その他の入院形態に対

応した空床を確保するとともに、要措

置と認めた患者の診察及び精神保健指

定医等が対応する体制等を３６５日間

確保した。 

 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

自立支援員により、対象者に対し退院

訓練等の支援を行った結果、３名が退

院しその他の者に対しても退院に向

けた意識を向上させることができた。

また、入院中の病院に対しても退院支

援に対する意識を盛り上げよい刺激

となった。 

精神障害者の

退院を促進支

援 す る 事 業

〔 障 害 福 祉

課〕 

・精神障害者退院促進支援事業運営委

員会の開催（２回） 

・自立促進支援協議会の開催等（１８

回） 

・自立支援員の配置 ４名 

・訓練対象者 ９名 

改善 
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施策９ 一人の人間としての尊厳の確保 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・千葉県人権施策推進委員会

を新たに設置することができ

ました。 

・権利擁護機関の設置を検討

する小委員会を新たに設置す

ることができました。 

・権利擁護機関の設置に係る

課題等の認識を図ることがで

きましたが、権利擁護センタ

ー（委員会）の具体的な検討

までには至りませんでした。 

権利擁護機関

の設置を検討

する事業〔健

康 福 祉 政 策

課〕  

平成１６年２月に策定した「千葉県人権施

策基本指針」の中で、有識者で構成する委員

会等の設置が明記されたことから、県の人権

施策について、評価機能や提言機能等を持つ

「千葉県人権施策推進委員会」を６月に新た

に設置しました。その後、千葉県人権施策推

進委員会を平成１６年９月、１０月、平成１

７年３月に開催しました。また、「人権擁護基

準策定」、「権利擁護機関設置検討」、「人権宣

言策定」の各小委員会を設置するとともに、

人権擁護基準策定小委員会を平成１６年１２

月、平成１７年１月、２月に開催し、他の２

つの小委員会にも共通する課題について意見

聴取等を行いました。  改善  

・平成１６年１０月以降、各

健康福祉センター１４の圏域

で中核地域生活支援センター

を開設し、平成１６年１０月

から１７年３月までの６か月

間 の 相 談 件 数 は 、 全 県 で

１３，３６８件、このうち約

８１％が障害者関係、子育て

や介護関係が約１０％という

結果でした。また、権利擁護

に係る相談件数は８４６件と

いう結果でした。 

・各圏域で各健康福祉センタ

ーにおいて、市町村等関係機

関との連絡調整会議を開催し

ました。 

中核地域生活

支 援 セ ン タ

ー・ふれあい

地域生活支援

センターモデ

ル事業の拡充

（地域福祉オ

ンブズマンの

仕組みづくり

を考えるモデ

ル事業）〔健康

福祉政策課〕 

モデル事業として、２地域で平成１５年１２

月から１６年９月までの１０か月間実施し、

約３，０００件の相談件数がありました。

１６年度新規設置分（１４箇所）はモデル事

業としてではなく、各健康福祉センター１４

の圏域の開設に向け、１６年４月以降研究会

を６回開催、説明会の開催、公募、選考委員

会の開催、事業者の決定、連絡調整会議を１

４箇所で実施しました。 

休止・廃止  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
・千葉県人権施策推進委員会

を新たに設置することができ

ました。 

・権利擁護機関の設置を検討

する小委員会を新たに設置す

ることができました。 

・権利擁護機関の設置に係る

課題等の認識を図ることがで

きましたが、権利擁護センタ

ー（委員会）の具体的な検討

までには至りませんでした。  
 
  

人権擁護基準

の策定と人権

擁護基盤（プ

ラ ッ ト ホ ー

ム）づくり事

業〔健康福祉

政策課〕  

 平成１６年２月に策定した「千葉県人権施

策基本指針」の中で、有識者で構成する委員

会等の設置が明記されたことから、県の人権

施策について、評価機能や提言機能等を持つ

「千葉県人権施策推進委員会」を６月に新た

に設置しました。その後、千葉県人権施策推

進委員会を平成１６年９月、１０月、平成１

７年３月に開催しました。また、「人権擁護基

準策定」、「権利擁護機関設置検討」、「人権宣

言策定」の各小委員会を設置するとともに、

人権擁護基準策定小委員会を平成１６年１２

月、平成１７年１月、２月に開催し、他の２

つの小委員会にも共通する課題について意見

聴取等を行いました。  改善  
①介護保険施設等職員４４６

名の受講があり、身体拘束廃

止に向けて、施設職員の意識

向上を図ることができまし

た。 

②知的障害者援護施設職員

５７名、身体障害者更生援護

施設５名、障害児施設５施設、

精神障害者社会復帰施設４施

設の職員が出席。 

 身体拘束廃止に向けて、施

設職員の意識向上を図ること

ができました。 

身体拘束の廃

止を促進する

事業〔高齢者

福祉課、障害

福祉課〕 

①介護保険施設等の介護職員等を対象とし

て、身体拘束廃止研修を 8 回開催しました。 

②知的障害者更生施設､身体障害者更生援護

施設、障害児施設、精神障害者社会復帰施設

の施設長又は直接処遇職員を対象として、身

体拘束廃止に関する研修会を２回開催しまし

た。 

①現状維持 ②拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①児童虐待防止法及び児童福

祉法の改正に伴う市町村や児

童相談所の役割や体制につい

て示し、準備してきましたが、

具体的な対応についての研修

は不充分です。 

②・千葉県人権施策推進委員

会を新たに設置することがで

きました。 

・権利擁護機関の設置を検討

する小委員会を新たに設置す

ることができました。 

・権利擁護機関の設置に係る

課題等の認識を図ることがで

きましたが、権利擁護センタ

ー（委員会）の具体的な検討

までには至りませんでした。 

児童虐待・高

齢者虐待等へ

の対策を推進

する事業〔児

童家庭課、健

康 福 祉 政 策

課〕  

①「市町村子ども虐待防止ネットワーク対応

マニュアル」及び「児童相談所子ども虐待対

応マニュアル」を作成しました。 

 児童虐待防止法及び児童福祉法の改正にむ

けて、市町村職員を対象にした説明会を２回、

児童相談所職員を対象にした研修会を２回開

催しました。 

②平成１６年２月に策定した「千葉県人権施

策基本指針」の中で、有識者で構成する委員

会等の設置が明記されたことから、県の人権

施策について、評価機能や提言機能等を持つ

「千葉県人権施策推進委員会」を６月に新た

に設置しました。その後、千葉県人権施策推

進委員会を平成１６年９月、１０月、平成１

７年３月に開催しました。また、「人権擁護基

準策定」、「権利擁護機関設置検討」、「人権宣

言策定」の各小委員会を設置するとともに、

人権擁護基準策定小委員会を平成１６年１２

月、平成１７年１月、２月に開催し、他の２

つの小委員会にも共通する課題について意見

聴取等を行いました。 ①拡大 ②改善  

 捜査過程における被害者の

二次的被害の防止・軽減に努

めるとともに、大きな精神的

被害を受けた被害者等に対す

るカウンセリング等を実施す

ることにより、被害者等の苦

痛の緩和と立ち直りの促進を

図りました。  
 

犯罪被害者等

への支援を推

進 す る 事 業

〔警察本部〕  

犯罪による直接的な被害のほか、精神的被

害、経済的被害等、様々な二次的被害に苦し

む被害者及びその遺族のニーズは多岐にわた

ります。犯罪被害直後からの警察による被害

者支援は、将来にわたって深刻な精神的打撃

を被ることを防ぐとともに苦痛を緩和し、犯

罪被害者等の立ち直りを促進するために極め

て重要な活動となります。このことにかんが

み、警察による適切な被害者支援を推進する

とともに、多岐にわたる被害者のニーズに対

応するため、関係機関・団体等との連携によ

るきめ細かな支援活動を展開します。   
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
手話奉仕員養成（基礎課程）

２２名修了，要約筆記奉仕員

養成（基礎･応用課程）３１名

修了 

手話通訳者養成（基本･応用課

程）３９名修了，（実践課程）

２５名修了 となりました｡ 

１６年度は実践課程の追加に

より，手話通訳者認定試験受

験者のレベルアップが図られ

た｡ 

情報保障に係る指針は作成ま

でに至らず，今後の聴覚障害

者情報提供施設の設置検討会

（仮称）の中で検討すること

としたい｡ 

聴覚障害者 ･

視覚障害者等

が会議に参加

しやすい環境

づくり推進事

業〔障害福祉

課〕  

手話奉仕員養成（基礎課程）１回開催，要約

筆記奉仕員養成（基礎･応用課程）各１回開催

手話通訳者養成（基本･応用課程）各１回開催，

（実践課程）２回開催 

手話実技指導者養成 １回開催  

現状維持  
・｢誰でもつかえるホームペー

ジコンテスト２００４｣を開

催することにより、高齢者や

障害を持つ方へ配慮したホー

ムページ作りについて広報す

ることができました。 

・ＰＲ不足で、作品応募１０

作品・県民投票１２票と少な

い状況でした。最優秀なし、

優秀３作品 

バリアフリー

ホームページ

作成基準と認

証の仕組みづ

くり事業〔健

康 福 祉 指 導

課〕 

・「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌほーむぺーじコンテス

ト研究会」開催 ３回（メーリングで意見交換

約８０回） 

・｢誰でもつかえるホームページコンテスト

２００４｣開催 作品募集・県民投票(インタ

ーネット) 

・｢誰でもつかえるホームページコンテスト

２００４｣審査委員会 １回 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
①作業部会を８回開催し､委

員間における第三者評価事業

の共通認識の醸成を図った。 

 また、今後の評価事業実施

に向けての資料収集を行っ

た。 

②第三者評価モデル事業の実

施 

 利用者が介護保険のサービ

ス事業者を選定するにあたっ

ての判断に資する介護サービ

スの情報開示の標準化のモデ

ル事業を７サービスについて

実施するとともに、第三者評

価員(調査員)の研修を行い、

モデル評価、検証会議を開催

し、国に報告した。 

 検証会議における結果、第

三者評価員(調査員)が判断に

迷う項目があるなど、まだ十

分とはいえない。 

施設等に対す

る第三者評価

システムの構

築〔健康福祉

指導課、保険

指導課〕 

① 検討委員会の下に委員公募による「誰で

もわかる」福祉サービス評価システム作業

部会を設置し、千葉県としての評価システ

ム構築、評価推進組織や評価機関、評価調

査者の役割等について、8 回開催し、検討し

た。 

②第三者評価モデル事業の実施 

 事業所調査 

 ・モデル調査を２６事業所について実施し

た。 

 ・検証会議を６回開催しました。 

 ・第三者評価員を２６人選定し、モデル調

査を行った。 

拡大  
今まで把握していなかった重

複障害者の生活実態を明らか

にするとともに、聴覚障害と

知的障害を併せ持つ重複者

（児）及び聴覚障害と視覚障

害を併せ持つ重複者（児）の

年齢階層別・障害の程度別分

布を把握することができた｡ 

 

聴 覚障害者 ･

視覚障害者等

の地域生活実

態調査〔障害

福祉課〕  

身体障害者手帳交付台帳を基に、重複障害者

（聴覚重複・視覚重複・盲ろう者）１,０００

名に対して、基礎的事項・障害者本人に関す

る事項・支援に関する事項について、無記名

郵送方式によるアンケート調査を実施した｡

（千葉市、船橋市を除く｡） 

回答のあった４００人について,聴覚重複

者・視覚重複者・盲ろう者に分けて集計し、

作成した報告書（５００冊）を関係団体、都

道府県、市町村に配布した｡ 休止・廃止  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・千葉県人権施策推進委員会

を新たに設置することができ

ました。 

・千葉県人権宣言の制定を検

討する小委員会を新たに設置

することができました。 

・千葉県人権宣言の制定に係

る課題等の認識を図ることが

できましたが、千葉県人権宣

言の具体的な検討までには至

りませんでした。 

千葉県人権宣

言の制定・公

表〔健康福祉

政策課〕  

平成１６年２月に策定した「千葉県人権施策

基本指針」の中で、有識者で構成する委員会

等の設置が明記されたことから、県の人権施

策について、評価機能や提言機能等を持つ「千

葉県人権施策推進委員会」を６月に新たに設

置しました。その後、千葉県人権施策推進委

員会を平成１６年９月、１０月、平成１７年

３月に開催しました。また、「人権擁護基準策

定」、「権利擁護機関設置検討」、「人権宣言策

定」の各小委員会を設置するとともに、人権

擁護基準策定小委員会を平成１６年１２月、

平成１７年１月、２月に開催し、他の２つの

小委員会にも共通する課題について意見聴取

等を行いました。 改善  

・延べ１９の保育園、幼稚園、

小学校及び１子供会に計４７

本の人権啓発ビデオを貸出

し、延べ４，２０５人の子ど

もが視聴しました。 

・人権啓発ポスターに千葉県

人権擁護委員連合会が実施し

た「平成１６年度千葉県子ど

もの人権ポスター原画コンテ

スト最優秀作品」を用いたこ

とで、千葉県人権擁護委員連

合会や千葉地方法務局と連携

を図ることができました。 

子 ど も 世 代

（保育園、幼

稚園、小学校

低学年等）へ

の 心 の 障 壁

（バリア）を

つくらない教

育・保育事業

〔健康福祉政

策課〕  

・保育園、幼稚園、小学校低学年向けの人権

啓発ビデオを新たに６本購入しました。  
・現在保有している保育園、幼稚園、小学校

低学年向けの人権啓発ビデオの一覧を作成

し、県内２，１４１の保育園、幼稚園、小学

校及び７９の市町村教育委員会に配付しまし

た。 

・保育園、幼稚園、小学校低学年向けの人権

啓発ポスターを作成し、県内２，１４１の保

育園、幼稚園、小学校及び７７の市町村教育

委員会に配付しました。 

縮小  
 ユニバーサル

な盆踊りモデ

ル事業〔健康

福祉政策課〕  

本事業については、県として一定の地域にお

ける行事等をモデル的に支援することは現時

点では困難であることから事業を実施しませ

んでした。 休止・廃止  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

地域総合コーディネーター

へ集中特訓研修について実施

方法、カリキュラム等を作業

部会で検討したことにより、

実践的な研修内容となりまし

た。 

 これらにより地域福祉の担

い手となる人材の育成と資質

の向上が図れ、健康福祉千葉

方式による施策推進のための

基盤整備への推進への貢献度

は大きいと考えられます。 

福祉コーディ

ネーターと特

別支援教育コ

ーディネータ

ーを合同養成

する事業〔健

康 福 祉 指 導

課〕  

「明日の地域福祉を創る」人材育成作業部

会を８回開催し検討を行いました。 

また、平成１７年度実施予定の地域総合コ

ーディネーター集中特訓研修マニュアル作成

委員会を２回実施しました。 

その検討の中で、地域総合コーディネータ

ーと特別支援教育指導者との合同研修の実施

方法・カリキュラム等について検討しました。

 

現状維持  
・２，０００人のうち１７人

は転居先不明により調査票が

不達のため、最終的な調査対

象者は１，９８３人でした。

そのうち７８６人から回答を

いただき、回収率は３９．６％

でした。 

・「人権啓発モニター」の発足

には至りませんでした。 

県民意識調査

に基づいた啓

発のあり方の

検証と効果的

な啓発の推進

〔健康福祉政

策課〕  

平成１６年１２月に県内５３市町村に在住し

ている２０歳以上の男女２，０００人を対象

に「人権に関する県民意識調査」を実施しま

した。 

休止・廃止  
 



施策１０ 個性が輝く教育の推進 

 99

施策１０ 個性が輝く教育の推進 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①学力状況調査事業（継続）  
・県内児童生徒の学力の定着状況が明ら

かになりました。 

・分析結果をもとに，指導上の改善点が

明らかになりました。 

・分析結果を各種研修や指導資料作成に

生かすことができました。 

・指導主事の学校訪問等で活用できまし

た。 

②小・中・高連携の特別授業  
児童生徒からは、｢実験が楽しい｣、｢理

科に興味を持った｣、｢今までになく新

鮮｣等の感想が寄せられるなど特別授業

は好評で、学力向上推進の一翼を担って

います。小・中学校の児童が、高等学校

の教員から専門的な内容の授業をわか

りやすく学ぶことで、学習への興味・関

心が湧き、将来の学習への動機付けとな

っています。  
報告書の内容には，授業に対する，新

鮮な驚きと感動が記されています。  
③学力向上パイオニアハイスクール 

各学校や生徒の実態に応じたカリキ

ュラムの変更を行いました。 

また，生徒の進路希望を実現するため

に，次のように進路指導の充実を図って

います。 

・放課後，土曜日，長期休業期間等の進

学を目指した補習の充実 

・校内研修や先進校視察による教員の指

導力向上 

・大学教授，予備校講師等の外部人材の

活用 

・進路講話，進路説明会等の実施による

生徒のモチベーションの向上 

学力向上対策

事業〔（教）指

導課〕 

①学力状況調査事業（継続）  
（対象学年と教科） 

・小学校５年生 国語，社会，算数，

理科，質問紙調査（意識調査）  

・中学校２年生 国語，社会，数学，

英語，質問紙調査（意識調査） 

※各教科５，０００人程度 

②小・中・高連携の特別授業  
・特別授業実施回数 ８８回 

・登録人数 ９９人 

③学力向上パイオニアハイスクー

ル 

・各学校や生徒の実態に応じた研究

を進めています。 

改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

＜学校からの反応＞ 

・個々の児童生徒に目が届くため、きめ

細かな指導ができる。 

・支援、相談、評価の体制がしっかりと

れるようになった。 

＜保護者からの反応＞ 

・子どもが落ち着いてきて、先生の話を

よく聞くようになり、勉強がわかるよう

になった。 

・安全面でも配慮が行き届くようにな

り、安心できる。 

少人数教育の

推進〔（教）教

職員課〕 

①少人数指導のための加配教員の

配置 

・小学校 ８３３人 

・中学校 ５０１人 

 合計１，３３４人（１，０２６校）

②小学校１、２年生３８人学級編制

・１年生 ６０学級増 

・２年生 ６３学級増 

 合計１２３学級増（１１５校） 

③学級編制基準の弾力的運用によ

る少人数学級 

・小学校…３５学級増（３５校） 

・中学校…２４学級増（２１校） 

 合計５９学級増（５６校） 

＊（ ）内の数は､対象となった学校数 拡大 

①小学校に「英語科」を設置し，２０分

授業を週４回実施するなど，授業時間の

確保ができ，児童の英語に対する興味関

心を高め，英語活動に積極的に取り組む

ことができました。 

②SELHi 運営指導委員会やバイリンガル

教育研究会の各委員から専門的な見地

から指導助言を受け，小・中一貫したカ

リキュラムの編成ができました。 

③中・高の接続については，今後の継続

した取り組みが求められます。 

※チバ・インターナショナル・エデュケーシ

ョン・プラン（CIEP）：文部科学省指定で高

等学校における英語教育の研究開発を行う

スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハ

イスクール（ＳＥＬＨｉ）と県指定で小・中

学校の英語教育等の実践研究を行うゲイト

ウェイ・トゥ・イングリッシュ・ランゲージ

（GEL）の総称であり、小・中・高が連携し

て、英語を用いた実践的コミュニケーション

能力を伸長させ、将来、国際的な舞台で英語

を駆使して活躍できる人材を目指します。 

 

英語教育に関

する研究開発

（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

〔（教）指導

課〕  

①成田市教委を支援して，小学校３

校に新たに「英語科」を設置するこ

とができました。また，中学校１校

に英語授業を１時間増置できまし

た。（特区の活用） 

②SELHi 研究の指導・助言・評価を

行う SELHi 運営指導委員会を３回実

施しました。 

③英語教育のあり方等について研

究協議を行うバイリンガル教育研

究会を３回実施しました。 

④CIEP 事業を促進するためバイリ

ンガル教育講演会を２回実施しま

した。(参加者･各約１００名) 

⑤GEL 及び SELHi の研究発表会を各

１回ずつ実施しました。 

⑥バイリンガル教育研究会報告書

のまとめを行いました。 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①魅力ある高等学校づくりチャレンジ

支援事業 

学校自らが企画・提案する特色ある教

育に関する取組を支援することにより、

・生徒の学習意欲を刺激し、学習効果を

高めることができた。 

・社会的弱者に対する「いたわりの心」

の醸成や社会奉仕の精神を育成するこ

とができた。 

・地域に開かれた学校づくりを推進する

ことができた。 

等魅力ある高等学校づくりを推進す

ることができたものと考えます。 

②県立高等学校の再編の推進 

第２期実施プログラムの決定と併せ、

第１期・２期実施プログラムを着実に推

進し、単位制や総合学科の設置等魅力あ

る高等学校の設置を計画通り進めた。 

魅力ある高等

学 校 づ く り

〔（教）県立学

校 改 革 推 進

課・（教）施設

課〕 

①魅力ある高等学校づくりチャレ

ンジ支援事業 

・県立高等学校８６校１０５事業 

②県立高等学校の再編の推進 

（県立高等学校再編計画第２期実

施プログラムの決定） 

・統合 ６組１２校 

・単位制高校の設置 ３校 

・中高一貫教育校の設置 １校 

・共学化 ２校（再掲含む） 

・情報科等の設置 ２校（再掲含む）

・三部制定時制高校の設置 １校 

（再編の概要（平成 17 年 4 月 1 日））

・統合 ２組４校 

・単位制高校の設置 ２校 

・総合学科の設置 ２校（再掲含む）

・共学化 ２校（再掲含む） 

現状維持 

ノーマライゼ

ーションの進

展に対応した

障害児教育の

推進〔（教）特

別 支 援 教 育

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・年度内４回のノーマライゼーショ

ンの進展に対応した障害児教育の

検討会議を開催しました。 

・本県の特別支援教育に関する今日

的課題について方向性を出すため

の協議を進めました。 

・年度内６回の特別支援教育コーデ

ィネーター研修を実施しました。 

小・中学校教員対象：３８４人

盲・聾・養護学校教員：７６人 

・年度内９回の特別支援教育指導者

研修を実施しました。 

盲・聾・養護学校職員等対象：５

９０人（延べ） 

 

 

 

 

 

①４回の「ノーマライゼーションの進展

に対応した障害児教育の検討会議」を通

して、委員から幅広い意見により、施策

づくりのための方向性の示唆を得るこ

とができました。 

（協議内容） 

・盲・聾・養護学校については、今後の

特別支援学校（仮称）としての在り方に

ついて 

・ＬＤ等の特別な教育的ニーズのある児

童生徒への支援体制づくりでは、特別支

援教育コーディネーターの役割と研修

等について 

・学校と教員の専門性の維持・向上を図

る施策づくりでは、教職員の資質能力の

向上について 

②障害のある幼児児童生徒の自立や社

会自立に向けて、乳幼児期から卒業後ま

での生涯にわたる一人一人のライフス
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

テージに応じて適切な支援を行う視点

から、年度末に「千葉県の特別支援教育

の在り方について（提言）」（中間まとめ）

の素案を作成しました。 

③特別支援教育コーディネーター等研

修を実施したことにより、教員の障害の

ある児童生徒への気づきの高まりや特

別支援教育の必要性等の理解がなされ

ことから、学校内の支援体制の充実が図

られました。 

  

 

現状維持  
巡回指導職員により支援を受けた

小・中学校で，障害に関する理解が深め

られ，特別な教育的支援を必要とする児

童生徒への職員の気付きが高められま

した。 

また，適切な実態把握，支援方法の検

討，個別指導計画の作成等，派遣校の特

別な教育的ニーズのある児童生徒への

具体的な取組が促進されました。  

学習障害（Ｌ

Ｄ）、注意欠陥

多 動 性 障 害

（ＡＤＨＤ）、

高機能自閉症

児等への支援

〔（教）特別支

援教育課〕  

・巡回指導職員の派遣校数延べ６５

校 

・相談支援等２８件 計９３件 

〔内訳〕 

・派遣：小学校５３校、中学校１２

校 

・相談支援等（内容は研修会講師，

面談等）：小学校２１校、中学校３

校、委員会等４件 

拡大  
ＮＰＯ法人による新しい居場所に参

加した児童生徒やその保護者から、安心

していられる場所である等の高い評価

を得ています。 

また、ＮＰＯ法人の実施する不登校児

童生徒の居場所づくりについては、施設

面からの支援が行えたとこととともに

ＮＰＯ法人との協働に係わるノウハウ

が蓄積できました。 

不登校児童生

徒の居場所づ

くり（菜の花

スクールモデ

ル事業）〔（教）

特別支援教育

課・（教）生涯

学習課〕 

①市町村による新しい居場所づく

り 

・船橋市、浦安市が年間を通して、

ＮＰＯ等と協働した不登校児童生

徒の居場所づくりを実施しました。

②不登校児童生徒の新しい支援の

在り方調査研究事業 

・検討会議を３回実施し、不登校児

童生徒の支援の在り方を協議しま

した。 

③ＮＰＯ法人による新しい居場所

づくり支援事業 

・流山青年の家／毎週木曜日･全

４５回実施、延べ参加人数３３７名

・東金青年の家／月２回の日帰りと

月１回の１泊２日あるいは２泊３

日の合宿の実施、全３３回実施、延

べ参加人数１２３名 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

自然や、施設の特長を生かした体験活

動を通し自然を楽しむとともに、環境に

も目を向けることができました。 

親子の絆を深めるとともに、様々な体

験活動をとおし、感動する心や他人を思

いやる心など豊かな人間性を育むこと

ができました。また、地域の指導者を養

成することで、地域の教育力を高めるこ

とにつながりました。  

週末ふれあい

推 進 事 業

〔（教）生涯学

習課〕  

県立青少年教育施設９施設で、家

族ものづくり講座、体験活動指導者

養成講座、スターウォッチングなど

２２事業を実施しました。 

参加者の総数は４，５６７名 

（内訳 親子３，４１４名、高齢者

６３３名、 指導者３１２名、一般

者２０８名） 

現状維持  
・各子ども読書活動推進会議委員から、

個々の経験や活動に即した意見をいた

だき、学校における子どもの読書活動に

係るアンケート調査の実施に結び付け

ることができました。 

・先進事例集を作成し全県の小・中・高

等学校に配布することにより、学校にお

ける読書活動の重要性を広く浸透させ

ることができました。 

・子どもの読書活動推進フォーラムにつ

いては、学校関係者や一般県民など約１

４０名の参加があり、司書教諭・学校図

書館ボランティア・市町村教育委員会な

どとの連携強化や地域の枠組みを越え

た読書活動の推進が図れました。 

子どもの読書

活動推進計画

の推進〔（教）

生涯学習課〕 

・子ども読書活動推進会議：年２回

開催  
・子どもの読書活動推進フォーラ

ム：千葉市内１か所で開催（内容：

学校図書館に関わる講演会やパネ

ルディスカッション） 

改善 

スポーツ・健

康教育の推進

（高校総体に

向けた準備活

動）〔（教）体

育課〕  
 
 
 
 
 
 

・配宿センターを設置するととも

に、大会に必要な宿泊施設をほぼ確

保しました。 

・総体ニュースを２回発行しまし

た。 

・企業・団体の協賛を促進し、多く

(２月末現在で９２の企業・団体)の

協賛をいただきました。 

・一人一役活動への助成を実施しま

した。 

・５市２町に対し、市町村施設整備

補助を実施しました。 

大会開催に向けた気運の醸成や県民へ

の周知、総合開会式や競技種目別大会の

準備、選手・監督等の宿舎の確保等、大

会開催に向けた準備が概ね順調に進み

ました。  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

・競技役員養成事業を実施しまし

た。（１，０３０人） 

・総合開会式開催要項や競技種目別

実施要項等各種要項、要領を策定し

ました。 

・プレイベント〔きらめきコンサー

ト〕の開催や式典音楽ＣＤの収録を

行いました。 拡大 

平成１７年２月定例県議会において、全

会一致で可決成立しました。 

（仮称）「ちば  
子ども・若者

プラン」の策

定事業〔県民

生活課〕  

事業の有効性、効率性から判断す

ると十分ではない点があることか

ら、本事業を見送りし、喫緊の課題

である青少年健全育成条例の一部

改正を新たに行うこととし、青少年

の健全育成・非行防止に積極的に取

り組むこととしました。 

①八都県市（東京都、神奈川県、埼

玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千

葉市、さいたま市）首脳会議におい

て、青少年健全育成についての議論

がなされ、四都県（東京都、神奈川

県、埼玉県、千葉県）の青少年健全

育成条例の強化・一部条項の共通化

を図ることが合意されました。 

②条例の素案作りを関係機関と協

議しました。 

③千葉県青少年問題協議会におい

て青少年健全育成条例の一部改正

についての意見を聴取しました。 

④青少年健全育成条例の一部改正

に対するパブリックコメントを実

施しました。 休止・廃止  
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施策１１ 県民が安心して生活できる体制の整備 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

実際の大災害を踏まえ、より具体的な

事例による意見交換が行われました。

災害対策の総

点検〔消防地

震防災課〕 

第３回懇談会にて、懇談会の報告書

(案)について検討を行いとりまとめの

段階で、台風災害や新潟県中越地震に

よる災害が発生したことから、これら

災害を踏まえた意見交換を行い、報告

書をとりまとめるため、第４回の懇談

会を開催しました。 現状維持 

①システム 

基本構想の策定及び基本設計まで

完了しました。 

②無線 

基本方針の策定及び基本設計まで

完了しました。 

（仮称）防災

情報ターミナ

ル（基地）ち

ば 整 備 事 業

〔消防地震防

災課〕 

①システム 

「（仮称）防災情報ターミナル（基地）

ちば」整備検討委員会の意見・提言を

受けて防災情報システム整備の基本構

想の策定を行い、基本設計を実施しま

した。 

②無線 

「（仮称）防災情報ターミナル（基地）

ちば」整備検討委員会の意見・提言を

受けて防災行政無線再整備の基本方針

の策定を行い、基本設計を実施しまし

た。 拡大 

住宅の再建に係る費用について最大

200万円を支給する居住安定支援制度

が創設され、旧制度の 100 万円と合わ

せて最大 300 万円を支給する制度に

拡充されました。 

自然災害被災

者 支 援 制 度

（被災者住宅

再 建 支 援 制

度）の創設〔消

防 地 震 防 災

課〕 

被災者生活再建法(一部改正)施行（平

成 16 年 4 月 1 日） 

(財)都道府県会館に都道府県は、３０

０億円を拠出 

 千葉県の拠出額・・1,235,957 千円

（世帯数 80％、均等割 20％） 

 改善 

石油コンビナ

ート地区にお

ける防災体制

の強化〔消防

地震防災課〕 

 

 

 

 

 

 

・京葉臨海中部地区は大規模災害想定

訓練の実施、北部、南部地区は現実事

象想定訓練を実施しました。 

・計画修正に備え、大容量泡放射設備

配備に伴う石油コンビナート等災害防

止法等の改正 （H17.12）を踏まえつ

つ、県内特定事業所の屋外タンク等に

ついて現状把握等を実施しました。 

・特定事業所１８、共同防災組織５、

計２３の事業所等について実施しまし

た。 

・中部地区訓練参加機関１８、参加車

両２３台、船艇７隻、ヘリ２機、参加

人員約５５０名 

・北部地区訓練参加機関１０、車両１

０台、船艇６隻、参加人員約２００名

・南部地区訓練参加機関１１、車両１

２台、船艇４隻、参加人員約３００名

・防災査察 23 事業所等について実施

し、６事業所について改善指導を行い

改善がなされました。しかしながら、

１６年の事故件数を見ると大幅に増
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

加していることから実施項目につい

ても検討が必要です。 

  

 

現状維持 

他県警の整備状況等に係る調査・研究

を実施した結果、システム開発及びシ

ステム間における連携等の問題点並

びに課題等の把握ができました。 

千葉県警察災

害情報管理シ

ステムの構築

〔警察本部〕 

警察本部関係課（通信指令課、交通規制

課、情報管理課）及び他県警におけるシ

ステム整備状況等の調査・研究を実施し

ました。 

 

・２市において、土砂災害警戒区域等

の基図を作成したことにより、現地調

査が可能となり、土砂災害警戒区域等

の指定作業を推進することができま

した。 

・土砂災害危険箇所を公表したことに

より、県民への周知や各機関の災害に

対する取り組みへの意識向上を図る

ことができました。 

・洪水ハザードマップに関する勉強会

の設立や、市町村説明会の開催を通じ

て、ソフト対策の重要性の周知を行い

ました。 

自然災害に関

する危険箇所

の公表〔河川

計画課、河川

環境課、港湾

課、漁港課〕 

・成田市域、鴨川市域における土砂災

害警戒区域等の基図を作成しました。

・土砂災害危険箇所(9,764 箇所)を県

ホームページ上で８月に公表しまし

た。 

・海岸地形や沿岸部土地利用を考慮し

た想定最大規模の津波による浸水区域

の検討を推進しました。 

・江戸川に関する洪水ハザードマップ

作成のための江戸川勉強会を９月に設

立しました。また、県内全域を対象に

洪水ハザードマップ作成に関する市町

村説明会を１月に開催しました。 

改善 

・建築防災連絡協議会の開催により、

会員相互の情報交流とともに、建築防

災への意識高揚により、広報への協力

や支援施策の積極的な検討が図られ

るようになりました。 

・応急危険度判定士講習会の開催によ

り、震後対策を担う判定士が新たに１

２５名認定されました。 

・耐震診断技術者講習会の開催によ

り、耐震化促進に係わる建築技術者延

べ４３６名が最新の耐震診断・改修技

術を修得しました。 

・耐震改修促進実施計画を新たに２市

が策定（策定済合計１０市） 

・応急危険度判定震前計画を１市が策

定 

建築物・宅地

の地震対策の

推進〔都市計

画課、建築指

導課〕 

①千葉県建築防災連絡協議会（総会）

を１回開催しました。 

千葉県建築防災連絡協議会（部会）

を１回開催しました。 

建築物の耐震化促進に係る市町村担

当者会議を１回開催しました。 

②被災建築物応急危険度判定士講習会

を１回開催しました。 

被災建築物応急危険度判定コーディ

ネーター研修会を１回開催しました。

③耐震診断技術者講習会を２回開催し

ました。 

※新潟県中越地震の災害派遣として応

急危険度判定士９５名を派遣しまし

た。 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 今回のヒアリングの実施により、町

村ごとの状況を具体的に把握できま

した。 

 また、自治会の活用など、自主防災

組織設置のための具体的な方法につ

いて、各町村の状況にあわせた啓発が

できました。 

自主防災組織

の充実〔消防

地震防災課〕 

９月 自主防災組織未設置の町村に対

し、意向調査を実施（１９町村）

１月 意向調査を踏まえ、町村に直接

出向きヒアリングを実施（１８

町村） 

 

現状維持 

受講決定者５０人のうち４６名が３

日間のカリキュラムを修了しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策ｺｰﾃﾞ

ｨ ﾈ ｰ ﾀ ｰ ( ま と

め・調整役)の

養成 

〔消防地震防

災課〕 

 災害対策コーディネーター養成講座

を次のとおり開催しました。 

・ 日時  平成１６年１０月２９日

(金)～３１日（日）の３日間 

・ 場所 西部防災センター（松戸市）

・ 主な内容 

災害ボランティアセンターとコーデ

ィネーターの役割（講義） 

災害ボランティアセンター受付模擬

練習 

 災害弱者への対応（講義） 現状維持 

防犯パトロール隊の活動地域にお

いては、犯罪の発生件数は目に見えて

減少しており、着実に効果を上げてい

ます。 

また、ネットワーク構築の成果とし

て、振り込め詐欺を未然に防止したほ

か、恐喝の被疑者５人を検挙した事例

もあります。 

地域住民等と

の共働による

地域安全活動

の推進〔警察

本部〕 

自主防犯パトロール隊は、現在、県

内全体で６７０団体、約３万７千人を

超える活動を把握しています。また、

ネットワークについては、現在、警察

本部、警察署を合わせて９０を超える

団体等との締結が進んでいます。 

 

 

公共空間犯罪

対 策 の 強 化

〔警察本部〕 

・公共空間犯罪捜査の強化 

・犯罪情報の提供 

平成 16 年中の公共空間犯罪の認知

件数は、約 69,600 件と前年に比べて

約 18 パーセント減少し、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 3.5 パー

セント減少したほか、路上強盗は約

22 パーセント減少しました。 

 また、県民一人一人の防犯に対する

意識啓発を促進するため、県民の身近
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

で発生する犯罪のうち４罪種（ひった

くり、車上ねらい、自動車盗、侵入窃

盗）の発生状況について、視覚的に分

かりやすい犯罪発生マップとして県

警ホームページ上で公開しました。 

 

○警察官等の増員 

 平成 16 年度は、本県に 240 人の警

察官が増員配分され、人的基盤の強化

が図られました。また、交番相談員や

少年補導専門員等についても、所要の

体制整備を図りました。 

○警察署、交番等の計画的な整備 

 交番４か所（新設１か所、建替え３

か所）及び駐在所５か所（すべて建替

え）の計画的な整備を実施し、地域の

「生活安全センター」としての機能の

充実・強化を図りました。 

・交番 

〔新設〕白金交番（市原） 

〔建替〕本八幡交番（市川）、藤井交

番（市原）、中山交番（船橋） 

・駐在所 

〔建替〕柏井駐在所（市川）、粟生駐

在所（東金）、多良貝駐在所（佐原）、

中駐在所（君津）、中和駐在所（小見

川） 

県民の要請に

こたえる警察

体 制 の 充 実

〔警察本部〕 

○警察官等の増員 

○警察署、交番等の計画的な整備 

 

 

 平成１６年中における刑法犯認知

件数は、１４７,５８７件と前年に比

べて１６，６９１件（－１０．２％）

減少したほか、検挙率は２２．３％と

前年を１．９ポイント上回りました。

これは、捜査支援システムの効果的

な活用等、科学捜査力の充実強化を図

るとともに、総合的な検挙対策を推進

した成果であると言えます。 

犯罪を抑止す

るための警察

捜 査 力 の 充

実・強化〔警

察本部〕 

○誘拐事件捜査用電話録音装置の改修

及び備品の拡充 

○侵入者通報システムの整備  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

PFI事業の専門知識を有するアドバイ

ザーを活用したことで、公共側のみで

は想定が困難な実施方針（案）の策定、

特定事業の選定、入札公告の際に必要

となる落札者決定基準などの作成に

おいて、十分な効果が認められまし

た。 

本部機能の一

元化による効

率的な警察活

動の推進〔警

察本部〕 

警察本部新庁舎建設に向けた実施設計

を完了しました。また、警察本部新庁

舎建設等事業を PFI 事業として実施す

るため、実施方針の公表、特定事業の

選定、入札公告（PFI 事業者の募集）

を行いました。 

 

・各参加機関が連絡網名簿及び検査機

関の検査可能物質リストを共有化し、

テロを含めた健康被害の原因物質の

特定を迅速に行う体制が可能となり

ました。 

・社団法人千葉県医師会及び千葉県病

院局を参加機関に加えたことにより、

健康被害の原因物質の特定から、適正

な医療の確保を図るための体制を構

築することが可能となりました。 

産学官による

千葉県総合健

康安全対策ネ

ットワークの

構築〔健康福

祉指導課、医

療整備課、薬

務課、病院局〕 

・各参加機関の連絡網名簿及び検査機

関の検査可能物質リストを作成し、各

参加機関に配布しました。 

・千葉県総合健康安全対策ネットワー

クの参加機関に社団法人千葉県医師会

及び千葉県病院局を加えました。 

・千葉県総合健康安全対策ネットワー

ク会議を開催し、情報交換を行うとと

もに、検査機関の施設見学を行いまし

た。 

・千葉県総合健康安全対策ネットワー

クの運用規約を策定し、当該ネットワ

ークを始動することとしました。 改善 

・インフェクションコントロールドク

ターリストを作成 

・感染症対策専門チーム派遣制度実施

計画、要綱案を作成 

・派遣要員の決定及び研修の実施には

至りませんでした。 

感染症対策専

門チーム派遣

制 度 の 創 設

〔 健 康 増 進

課、健康福祉

指導課、医療

整備課、病院

局〕 

・インフェクションコントロールドク

ターの県内病院の配置状況 

・県立病院医師、研究機関医師、研修

受入れ機関、医療機関医師へのヒアリ

ングの実施 

・派遣制度及び研修計画、要領要綱の

検討 

・研修受け入れ機関との調整 改善 

・職種ごとの選考基準案（開業医、開

業獣医、開業・学校薬剤師、等）を作

成 

・感染症対策技術者養成･登録制度実

施要綱案を作成 

感染症対策技

術者養成・登

録制度（仮称）

の創設〔健康

福祉指導課〕 

・医師、薬剤師、獣医師、養護教諭等

関係機関へのヒアリングの実施 

・機関別登録者数の算出 

・感染症対策技術者養成･登録制度実施

要綱の検討 

・研修メニューの検討 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ホームページへの関連情報の追加及

び啓発用資料の作成により、県民への

生活環境、特に住居衛生に係る情報提

供について、充実が図れました。 

生活環境の健

康相談センタ

ー（仮称）の

設置〔衛生指

導課〕 

生活環境の相談は、現地調査や指導

を要する事例が多いため、衛生指導課

内に生活環境の健康相談センター（仮

称）は設置しないこととしました。な

お、生活環境の情報提供や相談業務に

ついては、保健所の相談窓口を中心に

行い、次のような取組みを実施しまし

た。 

・生活環境のうち住居衛生に係る啓発

用資料を２種類１，６００部（内訳：

ダニ対策６００部、シックハウス症候

群１，０００部）作成し、衛生指導課

及び各保健所において配布できるよう

にしました。 

・住居衛生に係る情報｢住まいと健康に

ついて｣を衛生指導課ホームページに

加えました。 

・各保健所において、県民からの生活

環境の相談９４件に応じ、室内環境の

簡易測定９件を実施しました。（相談の

内訳：空気環境に係る内容４９、ダニ

等３７、カビ８） 

（平成１５年度の相談件数：１８０件）

・衛生指導課において、県民からの生

活環境の相談１４件に応じました。 休止・廃止 

コミュニティ会議を設置することに

より県、市町村、地元警察署、ライオ

ンズクラブ等の関係団体と地域住民

の連携が図られ、薬物乱用防止講演

会、対話集会等の薬物乱用防止活動が

より強力に実施できました。 

 

薬物乱用を許

さない社会環

境づくり〔薬

務課〕  

県下１６地区（薬物乱用防止指導員

地区協議会の設置地区）からモデル地

区として習志野、香取、安房の３地区

を指定し、各地区において県、市町村、

地元警察署、ライオンズクラブ等の関

係団体、地域住民等で構成する薬物乱

用コミュニティ会議を設置しました。  
当該会議のもと、地域が一体となり

中学・高校生徒を含む地域住民に対し

薬物乱用防止講演会、対話集会を開催

するほか、街頭啓発活動を実施しまし

た。 現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・四者連絡会議幹事会を１回開催しま

した。 

・千葉県統括危機管理者会議幹事会３

回及び事務担当者連絡会議を４回開

催しました。 

・委員会を除く全部局において見直し

及び訓練、検証を実施しました。 

実践に即した

危機管理体制

の充実〔消防

地震防災課〕  

・四者連絡会議幹事会を開催しました。

・千葉県統括危機管理者会議幹事会及

び事務担当者連絡会議を開催しまし

た。 

・危機対応マニュアルの見直しと訓練

及び検証の実施を徹底しました。 

現状維持  
保安施設の整備や、協議会や委員会

の設置、訓練の実施により、水際対策

の強化が図られました。 

 

港湾における

保安対策の強

化〔港湾課〕  

① 東京湾保安対策協議会等での協

議、合同訓練等を実施しました。 

② 保安施設を整備し、港湾保安委員

会を設置しました。 

・千葉港・木更津港保安委員会を設置

しました。 

・制限区域の設定 フェンス、ゲート、

監視カメラ等の保安施設を整備しまし

た。  
（整備量は保安上の機密事項のため非

公開としました。）  現状維持  
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施策１２ 交通安全県ちばの確立 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・春・夏・秋・冬の交通安全運動の初

日には、交通安全運動を周知し、交通

安全に対する県民の意識の高揚を図

るため、街頭啓発を実施しました。（啓

発物資 84，000 個配布） 

・年末や飲酒運転による死亡ひき逃げ

事故発生直後に、飲酒運転追放の街頭

啓発を実施しました。（啓発物資 20，

000 個配布） 

・知事のラジオ「ベイＦＭ」による交

通安全広報啓発放送を 2 回実施しま

した。 

・交通事故多発市町村を直接訪問し、

交通事故抑止を呼びかけました。（６

市） 

積 極 的 な 広

報・啓発活動

〔交通安全対

策課〕 

・春・夏・秋・冬の交通安全運動及び交

通安全街頭啓発活動１１回実施しまし

た。 

・交通安全広報紙「思いやり交通千葉」

を４回発行しました。（発行部数６８万

部） 

・自転車安全利用・事故防止街頭啓発を

３回実施しました。 

・飲酒運転追放街頭啓発を２回実施しま

した。 

現状維持 

・交通安全教育推進員を派遣した交通

安全教室の受講者数 17，704 人。 

・交通安全教育モデル事業の受講者数

1，087 人。 

・幼児交通安全教育セミナーの受講者

数 360 人。 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダ

ー研修の受講者数 94 人。 

・交通安全ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾀﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ登録者数

304 人。 

子どもと高齢

者に視点をお

いた交通安全

教 育 の 充 実

〔交通安全対

策課〕 

・交通安全教育推進員研修を１回実施し

ました。 

・交通安全教育推進員を７３回派遣しま

した。 

・交通安全教育モデル事業を９回実施し

ました。 

・幼児交通安全教育セミナーを１回実施

しました。 

・参加・体験型高齢者交通安全リーダー

研修を２回実施しました。 

・交通安全シルバーリーダーネットワー

ク事業を４回実施し、交通安全に関する

情報提供を行いました。 

・こども自転車千葉県大会を開催しまし

た。 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・学校安全教育指導者養成講座を実施

することで，高等学校の生徒の交通規

則及びマナーの遵守が図られ，安全教

育の共通理解が深まりました。 

・原付通学等許可者交通安全教室を通

して，交通規則やマナーの遵守及び原

付自転車の実技向上が図れました。 

・交通事故防止派遣事業を実施し，児

童生徒に交通事故の悲惨さや交通事

故防止の知識と実践的な行動を身に

つけさせ，交通安全教育の充実を図る

ことができました。 

・交通事故防止のポスターを各学校で

掲示及び指導資料に活用していただ

き，交通事故の現状や交通規則の理解

の向上に努めることができました。 

 

 

子どもと高齢

者に視点をお

いた交通安全

教育の充実 

（学校におけ

る実践型交通

安 全 教 育 ）

〔（教）学校保

健課〕 

・学校安全教育指導者養成講座を高等学

校の教員対象に２回開催しました。 

・学校安全研究校を三芳村立三芳中学校

と県立市原緑高等学校の２校を指定しま

した。 

・原付通学等許可者交通安全教室を生徒

対象に５２校で実施し，８月に県運転免

許センターで集中教室を開催し，総参加

者数は５４１人でした。 

・交通事故防止派遣事業を小学校２２校，

中学校１１校，高等学校１８校の５１校

で開催しました。 

・交通安全指導用資料及び啓発資料は，

高等学校では新入生保護者に交通安全指

導の協力依頼を配布，交通安全教育の状

況に関する調査報告書を各学校へ配布し

ました。また，交通事故防止ポスターを

作成し，小学校，中学校，高等学校に配

布しました。 現状維持 

交通安全コミュニティー事業を実

施したことにより、地域ぐるみ総点検

による交通安全マップをもとに、道路

環境や交通実態など地域の特性に応

じた交通事故の知識を身につける学

習ができ、交通安全に対する意識の高

揚に効果がありました。 

また、近隣地域への広がりにつなが

りました。 

地域ぐるみ交

通 安 全 対 策

〔交通安全対

策課〕 

・５市町（地区）で実施した交通安全コ

ミュニティー事業に述べ 6，400 人の参加

者があり、交通安全マップを 5,000 部作

成して地域住民に配布しました。 

・市川市交通安全母の会「3 世代交流事

業」（10/24）、白子町交通安全母の会「交

通安全まつり」（9/11）へ支援しました。

・第 26 回交通安全全国キャラバンに積極

的に協力し、県内広報啓発活動を実施し

ました。（8/19、20） 現状維持 

県下 58 市町村において、小学校区

を単位として設置された 268 隊

（1,819 名）の交通安全推進隊による

交通事故防止活動等が行われ、子ども

や高齢者等の交通弱者を保護する活

動を行うことができました。 

地域ぐるみ交

通 安 全 対 策

〔警察本部〕 

地域に身近な小学校区を単位として組織

される、交通安全推進隊による効果的な

交通事故防止活動の推進を図るため、応

募者等に対する地域（58 市町村）ごとの

研修会を 16 回（810 人）に分けて開催す

るなど、交通安全推進隊に対する指導・

育成及び支援を行いました。  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ホームページにより情報を公開する

ことで、学童や高齢者等に対する保護

意識の醸成等、地域における交通安全

意識の高揚が図られました。 

 

通学路データ

ベースの活用

による地域交

通安全活動の

推進〔警察本

部〕 

「通学路マップ」のみにとどまらず、す

べての交通事故、高齢者の交通事故及び

二輪車の交通事故を「交通事故マップ」

とし、各種情報をホームページで公開し

て、総合的な交通安全活動を展開しまし

た。  

・交差点改良による右折レーン設置に

より、車輌通行の円滑化を図ることが

できたため、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。

・バリアフリー化した歩道等の整備に

より、誰もが安心して通行できる歩行

空間を確保しました。 

交通安全施設

整備〔道路環

境課〕 

・国道 14 号市川市八幡交差点など 28 箇

所が事業着手済であり、今年度 3 箇所を

含めて 11 箇所が完成しました。 

・国道 14 号習志野市谷津など 9.5ｋｍの

歩道等の整備を完了しました。 

現状維持 

人にやさしい信号機の整備や高度

化、道路標識の大型化や横断歩道の高

輝度化などを図るとともに、歩行者の

視点に立ち、道路交通における歩行者

及び自転車の調和を図る「あんしん歩

行エリア」を選定し、誰もが安全で快

適に利用できる交通環境空間を提供

することで交通事故の防止を図りま

した。 

 また、交通情報収集装置の整備を推

進するとともに、新交通管理システム

（ＵＴＭＳ）事業など、交通管理のイ

ンテリジェント化を推進し、交通渋滞

の解消や交通公害の抑制を図りまし

た。 

交通安全施設

整備〔警察本

部〕 

１ 93 基の信号機を新設したほか、弱者

感応化、視覚障害者用付加装置、信号

機改良、制御機更新等、信号機の高度

化を図りました。 

２ 大型道路標識、路側標識、道路標示

等の設置及び更新を実施しました。 

３ ＵＴＭＳ事業のキーインフラとなる

光学式車両感知器 76 基を整備したほ

か、信号機の集中制御エリアの拡大、

管制センター中央装置の整備等を推進

しました。 

４ 県下 34 箇所の「あんしん歩行エリ

ア」において、信号機の新設・改良、

大型標識・横断歩道照射式標識の整備

等を行いました。 

 

過去の共同現地診断結果からも、道路

環境面への対策を講じた箇所では、交

通事故の発生が半減している上、事故

防止効果も長期間持続しています。 

総合的・科学

的交通事故分

析〔警察本部〕 

交通事故多発箇所における事故防止対策

の考え方、交差点やカーブなど道路形状

ごとの対策等を記載したテキストを作製

し、各警察署、県・市町村等の道路管理

者に配布して、道路交通環境の整備によ

る交通事故防止を図ります。（平成 17 年

４月配布済み）  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

共同現地診断は当初計画していた、

77 箇所全て実施し、信号機設置、交

差点改良、カーブミラー設置、標識の

大型化・高輝度化などの対策を関係機

関に要請しました。 

 なお、14 年度に実施した効果につ

いて実施前 1年間と実施後 1年間の比

較では、死者数－85．5％、負傷者数

－27．2％、人身事故件数－24％と大

きな効果がありました。 

交通事故多発

地点対策の推

進（共同現地

診断の充実）

〔交通安全対

策課〕 

・共同現地診断を 77 箇所で実施しまし

た。 

・重大事故に伴う緊急現地診断を 1 回実

施しました。 

・交通安全情報員（交通モニター）から、

道路交通に関する通報が 344 件ありまし

た。 

現状維持 

 新たに２基を設置したことにより、

県下 30 か所の交通事故多発交差点で

の運用が可能となり、死亡事故や供述

の食い違う交通事故等の真相究明に

役立っています。 

交通事故多発

地点対策の推

進〔警察本部〕 

交通事故の衝突音を感知し、事故前後の

それぞれ４秒間の画像等をＶＴＲに録画

できる交通事故自動記録装置（通称：Ｔ

ＡＡＭＳ）を増設し、効果的かつ科学的

な交通事故事件捜査を推進しました。 

 

効果的な交通指導取締りを推進した

結果、平成 16 年中の交通事故死者数

は 332 人（前年比－26 人）と大幅に

減少させることができました。 

効果的な交通

取締りの実施

〔警察本部〕 

交通事故に直結するおそれのある無免許

運転、飲酒運転、最高速度違反等の悪質・

危険性、迷惑性の高い違反に重点指向し

た指導取締りを推進した結果、平成 16 年

中の取締り件数は、474,742 件（前年比

＋45,624 件）でした。  

16 年度の相談状況は、4,534 件でその

内容は、賠償問題が 4,026 件（88.8

パーセント）、その他 508 件（11.2 パ

ーセント）で、前年に比べ 670 件減少

しました。 

交通事故相談

事 業 の 充 実

〔交通安全対

策課〕 

・来所、巡回、電話による相談を 4,534

件受理し、適宜助言しました。 

・交通事故相談員に対する研修会を 10 回

実施しました。 

 

現状維持 



施策１２ 交通安全県ちばの確立 

 

 116

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・救急救命士として養成するため、県

内の消防本部から計 53 名を（財）救

急振興財団に派遣したことにより、県

内消防本部における救急救命士数の

増加を図りました。 

・千葉県救急業務高度化推進協議会、

及び地域ごとのメディカルコントロ

ール協議会を開催し、メディカルコン

トロール体制を整備したことにより、

救急現場から医療機関に搬送する間

の病院前救護における、救急業務の高

度化を図りました。（特に平成 16 年 7

月 1 日からは救急救命士の処置の一

つとして、従来医師のみに認められて

いた「気管挿管」が認められました。）

・救急救命士病院実習の実施により、

救急技術の習得を図りました。 

救急救命・救

急医療体制の

整備（救急救

命士育成）〔消

防 地 震 防 災

課、医療整備

課〕 

・救急振興財団研修派遣 53 人 

・救急業務高度化推進協議会開催 1 回 

・地域ＭＣ協議会開催 10 回 

（県内 7 地域 ※千葉市を除く。） 

・救急救命士病院実習受入 7 病院 

現状維持 

・ヘリコプターや救急車に医師が同乗

し、医療行為を行いながら救急搬送を

行うドクターヘリやドクターカーを

配備し、救命率の向上を図りました。

・救命救急センターの設備整備は、国

庫補助事業の不採択により、整備でき

ませんでした。 

・広域災害・救急医療情報システムの

活用促進を図り、また効果的な活用方

法について検討しました。 

救急救命・救

急医療体制の

整備（救急医

療体制の整備

促進）〔医療整

備課〕 

・ドクターヘリ配備 1 か所 

・ドクターカー配備 4 か所 

・広域災害・救急医療情報システムの活

用促進 消防 33、医療機関 219 

拡大 

信号機の救急車優先制御を実施す

ることで、交通事故現場から病院へ負

傷者を搬送する救急車の運行時間の

短縮や、救急車を運転する救急隊員の

負担軽減が図られるなど、システムの

有効性が立証されました。 

救急救命・救

急医療体制の

整備〔警察本

部〕 

平成 16 年に整備した北総地域におい

て、「救急車の搬送時間短縮効果」、「救急

隊員の負担軽減」等を分析し、システム

の有効性を検証するとともに、南房総地

区に対する導入の検討を行いました。 
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施策１３ 魅力と活力ある都市の再生とまちづくり 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

＜土地区画整理事業＞  
１：運動公園周辺地区－建物移転補償

１６件、埋蔵文化財調査５．５ｈａ、

都 市 計 画 道 路 造 成 築 造 工 事

１，１３５ｍ、宅地造成工事・駅前広

場工事６ｈａ 

２：柏北部中央地区－建物移転補償８

件、埋蔵文化財調査０．５ｈａ、都市

計 画 道 路 築 造 造 成 工 事 等

２，５００ｍ、宅地造成工事・駅前広

場工事１０．３ｈａ 

３：木地区－物件移転補償５件、宅地造

成工事 

＜都市軸道路＞  
 都市軸道路の整備を進めることで沿

線地域の基盤整備の整備効果を高める

ことになります。  
また、流山市等ときめ細かな調整を行

ったことにより、都市計画の素案を地元

住民に説明する段階まで進めることが

できました。  
＜流域下水道事業＞  
・公共下水道と連携し、流域下水道を整

備することにより、つくばエクスプレス

の平成１７年８月開業に向けて、新駅や

まちびらきエリアの汚水を処理するこ

とができるようになります。 

つくばエクス

プレス沿線の

都市基盤整備

事業〔都市整

備課、企業庁、

街路モノレー

ル課、下水道

課、道路計画

課〕  

＜土地区画整理事業＞  
 柏北部中央地区については、平成

１７年８月２４日の鉄道開業に向

けて、駅前広場、駅に連結する都市

計画道路、駅周辺の施設整備並びに

商業地区の造成工事を行いました。 
 運動公園周辺地区では、鉄道開業

に向けて都市計画道路上の移転補

償を行いました。 

 木地区については、宅地造成のた

めの移転補償を行いました。 

＜都市軸道路＞  
 千葉県内９．９ｋｍ内１．８ｋｍ

の事業を推進しました。 

また、江戸川を渡河する橋梁であ

る、（仮称）新流山橋建設にあたり、

特に都市計画の手続きに入るため

の道路構造を再検討し、事前調整を

埼玉県・流山市等と行います。（埼

玉県・千葉県都市軸道路検討会を３

回開催、地元説明会の開催） 

＜流域下水道事業＞  
 手賀沼流域下水道北部第二幹線

（Ｌ＝約０．５km）、駒木幹線（Ｌ

＝約０．９km）、 

及び江戸川左岸流域下水道市野

谷幹線（Ｌ＝約２．３km）の管渠築

造工事をほぼ達成しました。  

現状維持  



施策１３ 魅力と活力ある都市の再生とまちづくり 

 

 118

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１．市川駅南口地区については、既存建

築物の除却の進展が見られました。 

２．柏駅東口Ａ－２地区については、再

開発事業に対する事業協力者が見つ

かりました。  
３．船橋本町１丁目地区については、再

開発組合が設立されました。  
４．本八幡Ｄ－２地区については、再開

発組合が解散し事業が完了しました。

 

 

市街地再開発

事業による既

成市街地の再

構築〔都市整

備課〕  

１．市川駅南口地区については、再

開発ビル建築着手に向けて既存

建築物の除却を進めました。 

２．柏駅東口Ａ－２地区について

は、再開発ビルに関連する都市計

画の変更の検討を進めました。 

３．船橋本町１丁目地区について

は、再開発組合を設立、権利変換

計画書の作成業務を進めました。

４．本八幡Ｄ－２地区については、

再開発組合の解散認可を行いまし

た。  現状維持  
 設計が完了したことにより、次年度か

らポンプ場の建設に着手することがで

きます。 

新たな水環境

の創造に貢献

する下水道事

業〔下水道課〕 

 処理水送水のためのポンプ場の

設計や処理場内の処理水連絡管の

布設を行い、当初予定した事業量を

ほほ達成しました。 現状維持  
 下水道施設の必要性等については十

分認識があるものの、市町村の厳しい財

政状況の中、公共下水道事業を新たに着

手することを意思決定した市町村はあ

りませんでした。 

公共下水道未

着手市町村に

対する事業化

の促進〔下水

道課〕  

公共下水道事業の事業主体であ

る市町村を対象に、平成１５年度に

行った「下水道未着手市町村の事業

化検討調査委託」の成果を生かしな

がら、地域の実情に合った公共下水

道事業の促進のための説明会を３

回開催し、併せて、一部の説明会を

着手可能性の高い市町村への個別

訪問に切り替えるなど効果的な促

進活動の実施に努め、当初予定した

促進活動にかかる事業量をほぼ達

成しました。 現状維持  
・「物流効率化検討調査｣の調査結果の集

計･解析作業の実施により、千葉県を含

む東京都市圏における物流に関する課

題分析の整理ができました。 

・鉄道との立体交差の推進として踏切遮

断時間の改善のため、京成本線の連続立

体交差事業による上り線高架化により、

主要道路のピーク時１時間当りの平均

踏切遮断時間２７分を１６分に改善す

る成果をあげました。また、東武野田線

(鎌ヶ谷市)の事業が完了しました。 

総合的な都市

交通円滑化の

推進〔街路モ

ノレール課、

県土整備政策

課〕 

「物流効率化検討調査｣の調査結果

の集計･解析作業 

・街路事業（船橋我孫子バイパス、

鬼高若宮線等 全２９路線） 

・連続立体交差事業（京成本線、新

京成線、東武野田線等） 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・保全対策について、関係機関と調整・

協議を実施しました。 

生物多様性を

確保する都市

公園事業〔公

園緑地課〕  

・事業化のための予算確保が困難な

ことから、事業認可取得を見送りま

した。 

・関係機関との協議を実施しまし

た。 現状維持  

八都県市緑化政策専門部会や首都圏

都市づくり研究会で引き続き「広域的な

緑のネットワークの形成」を検討してい

ますが、今年度は八都県市の公園緑地の

施策現況を整理した「緑の知る、見る、

歩く」マップを作成しました。 

八都県市緑化政策専門部会は年間９

回、首都圏都市づくり研究会は年間４回

開催されました。 

東京湾みどり

の回廊構想の

推進〔公園緑

地課〕 

検討調査（その３）は、平成１４・

１５年度の調査結果を踏まえ、新た

な地域性緑地の指定など総合的な

緑の確保方策を検討しました。 

八都県市緑化政策専門部会や首

都圏都市づくり研究会で広域的な

緑のネットワークを検討し、更なる

共通認識を図りました。 

「平成１７年度国の施策・予算に

対する重点提案（東京湾みどりの回

廊構想の推進）」について国へ要望

活動を行ないました。 

房総南部国営公園促進協議会に

より国へ要望活動を行ないました。 縮小 

委員会で、専門的な見地からの意見を

指針に反映できました。 

庁内連絡会議で、意見交換をすること

により、部局横断的な取組ができまし

た。 

障害者団体や関係ＮＰＯと意見交換

により、様々な状況の方の意見を指針に

反映できました。 

パブリックコメントを実施により、一

般県民からの意見を指針に反映できま

した。 

多様な意見を反映した整備指針が策

定できました。  

建築物におけ

るユニバーサ

ルデザインの

推進事業〔建

築指導課〕  

・委員会を３回開催しました。 

・庁内連絡会議を４回開催しまし

た。 

・障害者団体や関係ＮＰＯと意見交

換をしました。 

・パブリックコメントを実施しまし

た。 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・案内板（２０ヶ所）を設置及び改修し、

利便性が向上した。 

・八千代広域公園においては、用地取得

が７３％となり、避難場所の確保が可能

となりました。 

広域的な防災

機能を担う都

市公園の整備

〔 公 園 緑 地

課〕  

・柏の葉公園野球場の実施設計を発

注しました。公聴会を平成１７年５

月に開催し、設計積算が７月末に完

了する予定です。 

・柏の葉公園、長生の森公園に案内

看板等を設置・改修した。 

・長生の森公園基本構想修正委託を

発注しました。策定にあたり、学識

者や地域代表等からなる検討会を

３回実施し、意見をいただいた。 

・八千代広域公園用地の国債の償還

及び用地買収を行い、用地 8,525 ㎡

を取得しました。 現状維持  

・少子高齢化、人口増加の鈍化、社会経

済状況の変化など、都市をとりまく環

境変化が進め中でのこれからの都市政

策について、有識者による研究委員会

の報告がとりまとめられました。また、

あわせて千葉県の市街地実態データが

得られました。 

２１世紀の市

街地形成検討

調査〔県土整

備政策課〕  

・千葉県の市街地の実態について調

査解析を行った。 

・２１世紀の市街地形成について、

有識者の研究委員会において論議

が行われ、研究委員会報告書として

とりまとめた。 

縮小  
・我孫子市では、市独自の景観条例によ

る建築物等の色彩などを誘導している

ため、本地区指定を行うことにより、屋

外広告物についても建築物等と一体と

なった景観の誘導が図れることとなり

ました。 

・景観保全型広告整備地区の指定に係る

周知を図るため、整備地区基本方針の内

容を説明したパンフレットを作成しま

した。 

景観保全型広

告 整 備 事 業

〔 公 園 緑 地

課〕  

・対象地区の現況把握を行い、分析

を踏まえた上で、整備地区基本方針

の検討を行いました。 

・整備地区基本方針の素案につい

て、県ホームページによりパブリッ

クコメントを２週間実施しました。

・県と市で役割分担し計４回の地元

説明会を実施しました。 

・手賀沼及びその沿岸における自然

公園及び道路管理に係る広告物の

規制について、関係する部署との連

携を図るため協議を１回実施しま

した。 

・千葉県屋外広告物審議会に諮問

し、原案どおりとする答申を受けま

した。 現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・市町村が街並み保全施策を展開するに

あたり、参考となるマニュアル完成に向

け、今後さらに具体的なモデル地域での

検討事例を反映するマニュアル骨子を

作成した。 

 

街並み保全計

画促進・支援

事業〔都市計

画課〕  

・先導的な役割を担うモデル地域を

１カ所選定し、街並み保全手法の検

討を行い地区カルテを作成した。 

・街並み保全のため施策体系や先進

事例を整理するとともに、モデル地

域での知見を反映した街並み保全

検討マニュアル骨子を作成した。 現状維持  
・公園利用者の状況、施設の利用状況を

把握した。 

・利用者の満足度、各公園の知名度、ニ

ーズ等を把握した。 

・各公園の施策点検手法案を抽出した。

魅力ある公園

づくりの推進

〔 公 園 緑 地

課〕  

・公園実態調査を実施した。１２公

園 

・県民意向調査を実施した。１回 

・管理運営指針案をとりまとめた。

拡大  
・県民やＮＰＯによる公園管理が実施で

きたことで、管理費の削減につながりま

した。 

 

 

 

 

参画による県

立公園の管理

手 法 の 推 進

〔 公 園 緑 地

課〕  

・年間を通じＮＰＯによる花壇管理

委託を１公園で実施しました。（１

公園で募集したが応募者がありま

せんでした。） 

・ボランティアによる花壇造り、刈

込み作業、園内清掃、除草、剪定等

の維持管理作業を３公園で実施し、

延べ８９１人の参加があった。 拡大  
①ＰＦＩ的手法を導入した公営住宅の

整備（福祉施設併設等検討調査事業） 

・県営住宅に福祉施設等を併設する事業

をＰＦＩ的手法で行うことについては、

立地条件及び規模等の条件が合えば可

能性があることが示されました。 

②千葉県公営住宅ストック総合活用計

画改定業務  
・現在の財政状況を踏まえると、現行の

ストック活用計画の推進が困難である

ことから、施設を有効に活用していく計

画を立案する原案が示されました。 

また、市町村営住宅については、住宅

の更新（建替え）がされていない古い住

宅が多数存在することが判明しました。

新たな公営住

宅施策の展開

（民間活力の

導入）〔住宅

課〕  

①ＰＦＩ的手法を導入した公営住

宅の整備（福祉施設併設等検討調査

事業）6,090 千円 

県営住宅の建替え等が予定され

ている３団地を選定し、福祉施設等

の併設についての可能性の調査を

実施しました。 

②千葉県公営住宅ストック総合活用

計画改定業務 11,813 千円 

 本県の住宅事情の分析や公営住

宅の需要推計を見直し、公営住宅ス

トック総合活用計画の改定（案）を

作成しました。 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

住民参加のまちづくりの一環として

ＮＰＯや大学等との協働・連携によるフ

ォーラム開催を実現できました。また、

フォーラムの開催を通じて住民参加の

まちづくりについての意見交換を県内

各地で実施し、その必要性等を広く県民

に発信することができました。 

ちばまちづく

りＮＰＯフォ

ーラムの推進

〔県土整備政

策課〕  

・都市計画学校を４箇所にて開催し

ました。 

・まちかどフォーラムを２箇所にて

開催しました。 

・集大成としてのメインフォーラム

を１回開催しました。 

改善  
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施策１４ 県民生活や産業を支える基盤整備  
 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・一般国道１２７号富津館山線（鋸南富山

ＩＣ～富浦ＩＣ間）の供用開始 

・東関東自動車道館山線（富津中央ＩＣ～

富津竹岡ＩＣ間）の供用開始 

高規格幹線道

路 等 の 整 備

〔 道 路 計 画

課〕 

調査設計・用地買収・本工事など

の促進 

拡大 

（国道）４６５号深掘バイパスの部分供用

（主要地方道）市原天津小湊線の部分供用

開始 

国道・県道の

整備〔道路計

画課〕 

主要な事業として、銚子連絡道路

など、国道で１６箇所、県道で３

５箇所、実施しています。 

拡大 

・県道千葉鴨川線鴨川市打
う

墨
つみ

など３箇所に

ついて右折レーンの設置を含む交差点改

良が完成したことにより、車輌通行の円滑

化が図られて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。 

・県道飯岡片貝線旭市中谷里
な か や り

で全長約１.

６km のバリアフリー化した歩道の整備が

完了し、誰もが安心して通行できる歩行空

間を確保しました。 

国道・県道の

保全と交通安

全対策〔道路

環境課〕 

・国道１４号市川市八幡交差点な

ど２８箇所が事業着手済みであ

り今年度３箇所を含めて１１箇

所が完成しました。 

・国道１４号習志野市谷津など

９．５ｋｍの歩道等の整備を完了

しました。 

・国道１２８号新天津橋など１０

橋の耐震補強を完了しました。 

現状維持 

鉄道との立体交差の推進 

・踏切遮断時間の改善のため、京成本線の

連続立体交差事業による上り線高架化に

より、主要道路のピーク時１時間当りの平

均踏切遮断時間２７分を１６分に改善す

る成果をあげました。 

・東武野田線(鎌ヶ谷市)の事業が完了しま

した。 

街路事業 

〔街路モノレ

ール課〕 

・街路事業（船橋我孫子バイパス、

鬼高若宮線等 全２９路線） 

・連続立体交差事業（京成本線、

新京成線、東武野田線等） 

現状維持 

河道拡幅、調節池の整備、雨水排水施設の

設置等の進捗が図られました。 

河川整備の推

進〔河川計画

課、河川環境

課〕 

作田川外４０河川、亀山ダム外４

ダムについて整備を推進しまし

た。（うち、大柏川第１調節池、

平川（防災調整池）、高崎川（流

域貯留浸透事業）が完了） 現状維持 

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。 

河川環境の整

備と保全〔河

川計画課、河

川環境課〕 

手賀沼外２３河川について事業

を推進しました。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・堤防及び海岸沖合施設等の整備の進捗が

図られました。 

・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。 

海岸整備の推

進〔河川環境

課、港湾課〕 

一宮海岸外１５海岸について事

業を推進しました。 

現状維持 

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。 

 既存施設の適正な維持管理を行い、施設

機能の回復が図られました。 

土砂災害対策

の推進〔河川

環境課〕 

佐倉市鏑木町２外１１９箇所に

ついて事業を推進しました。 

現状維持 

各事業とも事業進捗途中でありますが、部

分的に改修が終了するなど、目標達成に向

けて着実に進捗しています。 

港湾物流機能

の強化〔港湾

課〕 

岸壁整備には数年を要するため

供用開始できた施設はありませ

んでしたが、千葉港葛南中央地区

の-12ｍ岸壁整備事業に着手した

など、物流機能の強化に向けての

事業進捗が図れました。 現状維持 

各事業とも事業進捗途中でありますが、

港湾緑地や海岸は部分的に供用しており、

県民に人と自然とが共生する豊かな港湾

環境を提供することが出来ました。 

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は、平成１７年度の事

業着手に向け準備作業が進みました。 

賑わいのある

港づくり、人

と自然が共生

する豊かな港

湾環境の形成

〔港湾課〕 

海岸・緑地整備には数年を要する

ため供用開始できた施設はあり

ませんでしたが、放置艇対策のボ

ートパーク事業に着手でき、賑わ

いある港づくり、人と自然とが共

生する豊かな港湾環境の形成に

向けての事業進捗が図れました。

改善 

踏切遮断時間の改善のため、京成本線の連

続立体交差事業による上り線高架化によ

り、主要道路のピーク時１時間当りの平均

踏切遮断時間２７分を１６分に改善する

成果をあげるなど、事業の進捗が図られま

した。 

地域の魅力ア

ップモデル事

業〔県土整備

政策課、道路

計画課、道路

環境課、河川

計画課、河川

環境課、港湾

課〕 

モデル地区の魅力アップを支援

する県事業の整備を推進しまし

た。 

 

拡大 
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施策１５ 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 条例に基づく運行規制､燃料

規制について事業所への立入検

査やビデオカメラを利用した調

査を含む路上検査などにより実

施するとともに、天然ガス自動

車普及促進助成等による低公害

車・低燃費車の普及など自動車

排出ガス対策を推進しました。 

ディーゼル条例施行後、大気

中の浮遊粒子状物質の濃度は改

善傾向にあり、平成１６年度は、

前年度と比べて一般大気環境測

定局（１１６箇所平均）で約

３％、自動車排出ガス測定局（２

８箇所平均）で約６％減少しま

した。事業実施による効果が表

れていると考えられます。 

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〔大

気保全課〕  

・天然ガスバス・トラックの導入補助実績  
２５台  

・天然ガスエコ・ステーション設置助成実

績 １施設  
・粒子状物質減少装置装着への助成実績  
１，３６０台  
・ディーゼル条例等に基づく事業所立入、

路上等での検査台数 約７万台  
・燃料規制に係る立入検査 約８００件  
・京葉臨海部の主要工場と締結している公

害防止協定の改定を実施しました。 

 

現状維持  
・騒音については､平成９年度で

０ ． ７ ％ だ っ た 達 成 率 が

１５年度では２２．４％に上昇

しました。 

 (達成率＝達成延長/全延長)  

（対象路線：住居系用途地域内

の４車線以上の道路) 

・大気質については、NO2 濃度が

環境基準０．０６ppm を上回って

いた２箇所の自排局で、それぞ

れ０.０５７、０.０６ppm とな

り、全ての観測局で目標を達成

しました。 

※なお、平成１６年度の取組の

成果について１７年度に測定を

実施する予定です。 

千葉県東葛地

域沿道環境改

善プログラム

〔 道 路 計 画

課〕  

・「千葉県東葛地域沿道環境改善プログラム

策定・推進協議会」幹事会を１回開催 

・「千葉県東葛地域沿道環境改善プログラム

策定・推進協議会」協議会を１回開催 

 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

交通管制センターの機能強化、

信号機の高度化、交通情報提供

装置の整備等を推進し、道路交

通の円滑化に努めることによっ

て、交通公害の低減を図りまし

た。 

情報通信技術

を活用した交

通管理の高度

化〔警察本部〕 

・信号機の高度化 ２５４基 

・情報収集提供装置の整備 ７６基 

・管制センターの機能強化一式 

 

 
・化学物質対策の現状と課題及

び今後の方向性について基礎的

な事項の体系整理を行った。 

・有害大気汚染物質について、

３物質のリスク評価手法の検討

を行いました。  

有害化学物質

による環境リ

スク低減対策

の推進〔環境

政策課〕  

・化学物質総合対策検討会（部内検討会）

を３回開催しました。 

・包括的化学物質対策検討調査の委託調査

検討委員会を３回開催しました。 

 

現状維持  
地球温暖化防

止に向けた普

及啓発の推進

〔 環 境 政 策

課、県民生活

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「千葉県地球温暖化防止計画」の１７年度

の見直しに向けて、実態調査を実施し、本

県の温室効果ガスの排出量の状況及びその

推移を把握しました。 

・地球温暖化防止活動推進事業として、推

進員研修会を県内１箇所、地球温暖化防止

に関する講演会を県内４箇所、推進員養成

講習会を県内４箇所で実施しました。 

・省資源・消エネルギー運動として、もの

を大切にする千葉県推進会議を１回開催

し、構成団体間の連携を図りました。 

・「資源やエネルギーを大切にする」標語・

ポスターコンクールを行い、県内小学生・

中学生・高校生及び一般の方から標語１，

７２８点、ポスター６３９点の応募があり

ました。 

・消費者及び事業者に対してグリーンコン

シューマー推進運動を働きかけるキャンペ

ーン「環境にやさしい買い物キャンペーン」

を実施し、県内の多くの協力店舗に環境商

品の陳列や包装紙の簡素化、マイバック推

進に協力していただくとともに、消費者の

啓発を図りました。 

・省資源・省エネルギーリーダー研修会と

・推進員研修会、講習会の開催

により、推進委員に温暖化の意

識、知識を高めました。  
・多様な事業により、幅広い階

層に対し、省資源・省エネルギ

ーの意識啓発が図られたと考え

ます。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 して、消費者団体を対象にバス見学会を実

施しました。 

・省資源・省エネルギー運動千葉県推進大

会を開催し、講演会とコンクール入賞者表

彰式を行いました。大会には、県民１８０

名の参加がありました。 拡大  

調査の結果、ＥＳＣＯ事業の導

入可能性の高い施設として、①

シェアード・セイビングス契約

によるものを単独施設９施設、

複数施設２グループ（４施設）、

②ギャランティード・セイビン

グス契約によるものを単独施設

４施設、複数施設１グループ（３

施設）選定することができまし

た。 

※ シェアード・セイビングス契約：

ＥＳＣＯ事業者（民間事業者）が金

融負担を負い顧客（県）の施設等に

投資して、ＥＳＣＯ事業から得られ

るメリットで資金回収を行うもの。

※ ギャランティード・セイビングス

契約：顧客（県）が金融負担を負い

施設改修等を行うが、ＥＳＣＯ事業

者（民間事業者）が省エネルギー効

果を保証するもの。  

県有施設にお

ける二酸化炭

素排出削減の

推進  
〔 環 境 政 策

課〕  

県有施設のうち、温室効果ガス排出量の多

い９９施設について、エネルギー需要の実

態調査を行い、ＥＳＣＯ事業に適すると考

えられる２０施設を選定し、省エネルギー

診断及びＥＳＣＯ事業の成立可能性や応募

の意向等についてのＥＳＣＯ事業者のアン

ケート調査を実施しました。 

※ＥＳＣＯ事業：建物の改修に当たり、民

間事業者の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

全額を賄うものであり、なおかつ、その省

エネルギー効果を事業者が保証するもの。 

拡大  
信号灯器のＬＥＤ化を通じ、視

認性の向上により交通事故防止

に寄与するとともに、消費電力

や発熱を抑えることで、地球の

温暖化防止を図りました。 

信号用灯器の

ＬＥＤ化の推

進〔警察本部〕 

県下の信号機の新設や更新時において、灯

器のＬＥＤ化を推進しました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

下水道事業、農業集落排水整備

事業、合併浄化槽補助事業によ

る生活雑排水等の適正な処理を

進め、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：１４年度末７４．３％、

１５年度末７６．２％、１６年

度末７６．４％）が上昇し、公

共用水域の環境基準の達成率

（１４年度末５２．９％、１５

年度末６１．２％、１６年度末

６０．０％）が向上傾向にあり

ます。  

下水道等の汚

水処理施設の

整備促進〔下

水道課、農村

整備課、水質

保全課〕  

①流域下水道の施設整備（印旛沼、手賀沼、

江戸川左岸流域下水道の合計） 

・管渠：全体計画の約８２％整備（全体計

画３９３．２ｋｍ：整備済３１６．６ｋｍ）

・処理場：全体計画の約７１％整備（全体

計画２００．６万立方ｍ：整備済１４２．

８万立方ｍ） 

②公共下水道事業普及の促進 

市町村の実施する公共下水道の計画策

定、事業実施にかかる指導等を通じ、普及

を促進しました。 

③農業集落排水事業実施地区  

 処理施設については５地区（５箇所）、管

路施設については、９地区（Ｌ＝２０．５

㎞）の整備を実施しました。 

④合併処理浄化槽 

（１）設置補助 

 補助対象地域（７４市町村）で合併処理

浄化槽の設置に対して補助金を交付しまし

た。補助基数 ４，５１５基 

（２）転換補助 

 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換に対し補助金を交付しました。補助基

数 １，０２４基 現状維持  

・地下水汚染対策については、

地質ボーリング調査、観測井の

設置による地下水の流動方向・

地下水汚染帯の解明を進めたほ

か、地下水の揚水等による除去

を実施しました。  
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

汚 染 対 策 に つ い て は 平 成  
１５年度から（芝山町について

は環境省からの委託：１６、１

７年度事業）地質ボーリング調

査､観測井等による水質測定を

実施し、汚染負荷削減のため機

構解明を進めました。  

地下水・土壌

汚染防止対策

事業〔水質保

全課〕  
 
 
 
 
 
 
 

①有機塩素系化合物による地下水汚染対策 

・汚染機構解明調査事業 ８市町に委託 

・補助事業 汚染機構解明調査 １０市町 

汚染除去対策   １４市町 

②地下水における硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素汚染に係る汚染状況調査事業  
東庄宮本地区及び芝山町上吹入地区にお

いて、汚染機構解明調査を実施 

③土壌汚染対策情報管理システムの構築 

前年度に作成した「土壌汚染対策情報管

理システム」について、詳細情報の設定・

データ入力の実施 

 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

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の設置

などの取組を行政・住民・ＮＰ

Ｏ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印

旛沼の水環境改善の推進を図り

ました。  

印旛沼の水質

浄化対策〔水

質保全課、河

川計画課、河

川環境課〕  

・第６・７回印旛沼流域水循環健全化会議

及び第２回印旛沼再生行動大会を開催しま

した。  
・印旛沼流域での湧水量調査、沼内におけ

る植生回復のための調査・実験及び健全化

計画の策定に向けた検討を実施しました。  
・地域ワーキングを発足し、モデル地域で

住民・農家の協力を得て「みためし行動」

を実施しました。 

・印旛沼水循環啓発事業として｢健全な水循

環とは」をテーマに、流域住民、小学生を

対象とした環境学習副読本を４，５００部

作成しました。 拡大  

・流域８市町との共同浄化事業

により、手賀沼に流入する汚濁

負荷量削減及び手賀沼の直接浄

化を行いました。 

・「行動推進会議」において、取

組の推進方策の検討を行うとと

もに環境学習等に使用するパン

フレットの配布により、健全な

水循環回復の取組に対する意識

啓発を行いました。 

・手賀沼の底泥浚渫により水質

浄化を図りました。 

手賀沼の水質

浄化対策〔水

質保全課、河

川環境課〕  

・手賀沼浄化事業（流域市町との共同事業）

を実施しました。  
ホテイアオイ植栽・回収・・３．６千㎡、 
アオコ回収・・５４０t、  
都市排水路浄化施設運転・・１基、  
市街地排水浄化対策モデル･･･６基、  
河川浄化施設（リン除去施設）・９７２m
３ /日、啓発活動・・１式  

・健全な水循環回復事業（手賀沼）  
住民、NPO、事業者等が参画する｢行動

推進会議」を２回開催し、取組の推進方

策の検討等を行いました。環境学習等に

使用するパンフレット３０，０００部を

作成し配布しました。 

・手賀沼の底泥浚渫を実施しました。 現状維持  

 



施策１５ 良好な大気・水環境の確保と環境再生の推進 

 

 130

 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
基金の各事業による助成で、

地域の自然環境の保全が図られ

ました。 

シンポジウムの開催や市町村

の環境イベントの参加により、

地域の環境に対する意識、知識

を高めました。 

シンポジウムを開催し、参加

者と意見交換等をすることによ

りエコちばコイン※を創設する

ことができました。  
※  エコちばコイン：宿泊客がアメニ
ティグッズを１つも使用しない場

合に、客室に備え付けたコイン（エ

コちばコイン）をフロントの回収箱

に投じることにより、投じられたコ

インの枚数に応じてホテルから「ち

ば環境再生基金」に寄付するシステ

ム。宿泊客も、アメニティグッズの

節減が図れるホテルも実質的な経

済的負担がないなかで、ちば環境再

生資金の周知を図りつつ、環境保全

活動助成のための募金を集めるこ

とができる。 

「ちば環境再

生基金」事業

の促進  
〔 環 境 政 策

課〕  

ＮＰＯ環境活動に助成（１５団体、

２，６９１千円）しました。また、１７年

度助成事業９団体を決定しました。 

市町村の戦略的自然再生事業に助成（２

団体、９，１８６千円）しました。また、

１７年度助成事業３団体を決定しました。 

負の遺産対策事業への助成（１団体、

１６，０８３千円）を実施しました。 

なのはなエコプロジェクトに６団体が参

加しました。 

市町村等環境イベントに４０回参加しま

した。 

観光分野のシンポジウムを２回開催（６

月、１月）しました。 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
１ 外来種対策 

・平成１６年度外来種カミツキ

ガメ生態調査報告書（中間報告）

が納品されました。 

・第１回千葉県外来種対策(動

物)検討委員会により、千葉県外

来種リストの作成と外来種対策

を検討していくことが決定され

ました。 

・第２回千葉県外来種対策(動

物)検討委員会により、外来種リ

ストの素案の作成、１７年度の

計画が概ね決定されました。 

２ ビオトープの普及指導の推

進 

・教員を対象に学校ビオトープ

シンポジウムを開くことで、教

育現場における生物生息空間

（ビオトープ）の必要性、自然

に触れることの大切さについて

共通理解を図ることが出来まし

た。 

地域固有の生

態 系 の 保 全

〔 自 然 保 護

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 外来種対策 

・平成１６年度外来種カミツキガメ生態調

査(平成１６年５月～平成１７年３月)を

委託により実施しました。 

・第１回千葉県外来種対策(動物)検討委員

会（平成１６年１１月１５日）を開催しま

した。 

・第２回千葉県外来種対策(動物)検討委員

会（平成１７年３月３日）を開催しました。

２ ビオトープの普及指導の推進 

小中高校教員を対象とした学校ビオトー

プシンポジウムを開催しました。 

・大槻副知事、教育庁指導主事の基調講演。

・千葉市立大宮台小学校教諭、富里市立根

木名小学校教諭による事例発表。 

・県立中央博物館部長を交えたパネルディ

スカッション。 

参加者総数：約８０名 

 

 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・調査を重ねることにより、生

息地域住民との交流が増え、保

護意識が高まりました。 

・技術指導により、人工増殖技

術が高まり、単独で人工増殖が

できる自治体ができました。（夷

隅町） 

・体験学習の一環として中学生

に保護増殖活動の体験をさせる

ことができました。（夷隅町） 

・草刈り等を励行することによ

り、生息環境が安定し、ミヤコ

タナゴ・二枚貝の生息数の安定

が図れました。 

・イシガイ科二枚貝の研究によ

り、新たな結果が提示され、今

後の増殖活動の一助になると考

えられます。 

豊かな水辺環

境の保全と再

生の推進〔自

然 保 護 課 、

（教）文化財

課、内水面水

産研究センタ

ー〕  

・ミヤコタナゴの維持・管理及び人工繁殖

は、地域個体ごとに現状を維持することが

できました。 

・放流については、県内現生息地での絶滅

箇所がないこともあり、行いませんでした。

・生息状況の定期的観察については、市町

担当職員、当事業に関係する専門家により

行われました。 

・教育庁文化財課、市町などの関係機関の

連絡調整を随時行いました。 

・平成１７年２月２５日には生息地を抱え

る市町の担当者、環境省担当者を迎えて担

当者会議を開催しました。 

・イシガイ科二枚貝の生息調査及び増殖技

術の開発については、内水面水産研究セン

ター及び（社）観音崎自然博物館によって

行われました。 

・地域住民等の協力を得た調査等について

は、各自治体単位で、中学生対象にした体

験学習や、地域の方による生息環境整備（草

刈り・河岸補修）を行いました。 拡大  

・里山活動団体により森林整備

の実施や、造林事業及びサンブ

スギ溝腐病被害木の伐倒駆除を

実施した結果、豊かな自然の保

全と再生を推進することができ

ました。 

森林の整備と

里 山 の 再 生

〔みどり推進

課〕  

・里山保全整備活用事業により、２９の里

山活動団体が２８ha の森林整備を行いまし

た。 

・みどりのボランティアに対する研修を７

回実施しました。 

・民有林及び県営林について、造林及び間

伐等保育を１，０３０ha 実施しました。 

・サンブスギ溝腐病被害木について、伐倒

駆除を３４ha 実施しました。 拡大  
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施策１６ 資源循環型社会づくりの推進 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・資源循環型社会づくり推進

レポートの公表により、県内

の循環型社会づくりの現状・

課題等を具体的に示すことが

できました。 

・３Ｒや適正処理の推進に向

けた啓発のポイント等を作成

し、またそのポイントに基づ

く啓発的取組を実施すること

により、循環型社会づくりに

向けた新たな視点等を提供す

ることができました。 

資源循環型社

会づくり推進

会議等による

協動的取組の

推進〔資源循

環推進課、産

業廃棄物課〕 

・資源循環型社会づくり推進会議の開催（２

回）を通して、資源循環型社会づくり推進レ

ポートを作成し、ＨＰ及び冊子閲覧により公

表しました。  
・３Ｒ推進部会及び適正処理推進部会の開催

（各３回）を通して、循環型社会づくりに向

けた啓発のポイント等を作成しました。  
・会議及び委員会の委員や委員の関わるネッ

トワークの協力のもとで、グリーン購入に関

する啓発や環境経営に係るフォーラムを開催

しました。  

拡大  
・「資源循環型社会づくり推進

会議」により、計画推進の課

題等の抽出ができました。 

・「減量・再資源化推進委員会」

により県民、事業者、ＮＰＯ、

行政等の協働による３Ｒ推進

に向けた検討ができました。 

・「環境経営セミナー」では、

２００人の出席を頂きまし

た。 

・マイバッグ普及促進事業で

は、平成１５年度モニター数

は４０５人であったが、平成

１６年度は１４４６人のモニ

ターに協力を頂きました。 

３Ｒ推進事業 

〔資源循環推

進課〕  

ごみの適正な処理とごみ処理に伴う生活環

境への負荷を低減し、資源循環型社会システ

ムの構築を図るため、３Ｒ（リデュース＜廃

棄物の排出抑制＞、リユース＜再使用＞、リ

サイクル＜再資源化＞）を推進する取組とし

て、テレビ・ラジオによる３Ｒ推進の広報、

マイバッグの利用や簡易な包装の促進、「３Ｒ

推進月間」関するポスター・チラシの作成な

ど、広範な普及啓発活動を展開しました。 

 また、「千葉県資源循環型社会づくり計画」

をＰＤＣＡサイクルにより着実に推進してい

くため、県民、事業者、ＮＰＯ、行政等の参

画による「資源循環型社会づくり推進会議」

（年２回開催）を活用して、計画推進の課題

等の抽出を行いました。廃棄物の減量・再資

源化の推進にあたっては、「資源循環型社会づ

くり推進会議」の下部組織として各主体の協

働による実践的な取組を促す組織である「減

量・再資源化推進委員会」（年３回開催）を設

置し、県民、事業者、ＮＰＯ、行政等の協働

による３Ｒ推進に向けた検討を行い、環境配

慮型の事業経営の必要性やメリットの啓発、

その技法等の研修を行う「環境経営セミナー」

（年１回開催）を開催しました。  改善  



施策１６ 資源循環型社会づくりの推進 

 

 134

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

環境配慮物品調達（グリー

ン購入）については、前年度

に比べて調達率が向上しまし

た。（例：事務用品本庁８２％

→８５．８％） 

本庁舎の一般廃棄物の発生

量が組織再編により増大しま

した。 

本庁のリサイクル率の向上

が図られました。 

（１４年度６２．３％ 

→１５年度６２．８％）

本庁舎以外の一般廃棄物の

発生量が昨年に比べ削減が図

られました。 

（１４年度７，６３４ｔ 

→１５年度７，５８５ｔ）

環境マネジメ

ントシステム

推進事業〔環

境政策課〕 

環境配慮物品調達（グリーン購入）につい

ては、毎年度調達方針を策定し、対象品目を

拡大していくとともに、市町村へのグリーン

購入推進を働きかけました。 

また、廃棄物の発生量の抑制や分別の徹底

等によるリサイクル率の向上を図りました。 

拡大  
・講座等を実施する中で、参

加した県民に対して資源循環

型社会を構築するための意識

の高揚を図ることができまし

た。 

・環境学習アドバイザー派遣：

７９件４０６１名受講

・こどもエコクラブ育成事業：

１０５団体、３０７８名参加

・エコマインド養成講座： 

教員コース１１名、 

県民コース５０名修了 

・県民環境講座： 

５回実施、２３２名参加 

総合的な環境

学 習 の 推 進

〔 環 境 政 策

課〕 

・県民環境講座５回実施 

・エコマインド養成講座（指導者養成講座）

県民コース、教員コースの２コース 

・こどもエコクラブ育成事業による「こども

環境会議ちば」を１回、「こどもエコネットち

ば」の発行を３回 

・環境学習アドバイザー派遣を７９回 

・ＮＰＯ公募型環境学習による「体験型環境

講座」を１回、「こども環境講座」を２回 

・市町村に対する環境学習支援事業４回 

改善  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・事業参加者等が年々増加し

ており、フィールドミュージ

アム事業の推進に貢献しまし

た。 

・地元小学校を拠点とした資

料収集、展示活動をとおして

地域との連携を強化すること

ができました。 

・フィールドミュージアム事

業をとおして、県立博物館の

周知に繋がりました。 

・房総のフィールドミュージ

アムネットワークに関して次

年度以降の具体的な計画案が

構築されました。 

房総のフィー

ルドミュージ

アム推進事業 

〔（教）文化財

課〕  

・房総丘陵の自然誌、民俗資料の収集整理保

存及び調査研究 

・ 三 島 小 学 校 教 室 博 物 館 に お け る 展 示

１，６８８名参加（２月末データ） 

・自然観察路の整備と展示更新 

・観察会、見学会の実施（２０回）５９０名

参加（２月末データ） 

・自然観察パンフ、ニュースレター（４回）、

山の学校通信（年間１２回）、ポスター発行  
・インターネットによる情報発信（毎月更新）

・ 清 和 公 民 館 文 化 祭 展 示 ブ ー ス 設 置 約

３，０００名来場 

・近隣自然の家との連携事業（観察会等）

１，０１８名参加 

※三島小学校教室博物館及び観察会、見学会

参加者は年度末までに２３０名程度予定 拡大  
資源循環型社会づくりをハー

ド面から支えていく「循環資

源」のリサイクルを行う環境

産業の立地を進めました。  

リサイクルポ

ートの活用可

能性を踏まえ

たリサイクル

事業の促進 

〔資源循環推

進課、産業振

興課、企業立

地課、（企）土

地分譲課〕  

 本件の資源循環型社会づくりを産業面から

支えていくためのハード部分の構築を図るた

め、国の承認を受けた現エコタウンプランを

変更し、新たな中核施設として、最終処分を

不要とする最先端技術を用いた「高純度メタ

ル・プラスチック・リサイクル施設」、「貝殻

リサイクル施設」及び「塩ビ系廃棄物リサイ

クル施設」（全て富津市）の設置を進めました。

なお、塩ビ系廃棄物リサイクル施設につい

ては、その完成が平成１７年１２月下旬とな

ったため、事業費７６５，０００千円が平成

１７年度に繰越となっていますが、平成１６

年度中にエコタウンプランについて国の変更

承認を受け、補助金交付決定も得ており、事

業者においても着工・整備が進んでいること

から、本業務推進上の根幹的課題は概ねクリ

アーしたものと考えます。 

「高純度メタル・プラスチック・リサイクル

施設」及び「貝殻リサイクル施設」について

は、本県の地域特性を反映したエコタウンプ

ランの推進に貢献し得るものとして、新たに

中核施設として位置付けたものであり、これ

ら２施設はすでに完成し、稼動しています。 
拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・千葉県園芸用プラスチック

リサイクルセンタ－での適正

処理が推進され、不法投棄が

防止できました。 

・リサイクルセンターは稼動

７年目を迎え、施設の一部が

老朽化していますが、施設の

修繕により、故障もなく円滑

な運転ができ、再生処理によ

り資源の有効利用ができまし

た。 

園芸用廃プラ

スチック処理

対策推進事業

〔 園 芸 農 産

課〕 

廃プラスチック処理経費補助処理量３,３２

９トン、県農業用廃プラスチック対策協議会

の開催、リサイクルセンターの施設整備（フ

ラフクッションタンク、遠心脱水機の修繕） 

現状維持 

・溶融スラグの利用による施

工上、環境上の安定性・安全

性が確認されたことから、関

係機関の了解のもとに、１７

年４月から県単独舗装工事で

は、生産施設が近傍にない一

部地域を除き溶融スラグ入り

アスファルト合材を使用する

方針を定めました。 

・また、この方針の実施を確

実なものとするため、生産市

町村の供給体制や品質管理体

制の確保について、徹底を図

りました。 

溶融スラグの

利用促進〔資

源 循 環 推 進

課、技術管理

課〕 

・千葉県溶融スラグ利用推進協議会幹事会を

２回開催しました。 

・溶融スラグ生産市町村等会議を２回開催し

ました。 

・溶融スラグの利用箇所の施工後の影響の有

無を確認するため、「試験舗装区間追跡調査

（物理的安定性調査）」及び「モデル事業追跡

調査（環境安全性調査）」を行いました。 

現状維持 

再資源化を進めることによ

り、水道局においては、環境

マネジメントシステムの目標

として掲げている有効利用率

(９８％)に近い９７．７％を

達成することができたととも

に、企業庁においても、環境

マネジメントシステムの目標

としている有効利用率８０％

を達成することができまし

た。 

浄水場発生土

の 有 効 利 用

〔（水）浄水

課、（企）施設

維持課〕 

【水道局】 

・事業量 発生土量    ３３，８７０ｔ 

     再資源化土量  ３３，０７６ｔ 

うちセメント原料化 ３１，３８４ｔ 

 軽量骨材原料   １，６４７ｔ 

培養土試作試験     ４５ｔ 

【企業庁】 

・事業量 発生土量    １２，８５０ｔ 

再資源化土量  １０，２５０ｔ 

     うち培養土化量  ５，３２０ｔ 

軽量骨材化量   ３，７８０ｔ 

農家売却等    １，１５０ｔ 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・シンポジウム開催により、

県民・企業・市町村・NPO 団体

に対してバイオマス有効利用

の普及啓発活動を図りまし

た。 

・アドバイザリー委員会の開

催により、外部学識経験者等

の専門的立場から、県内のバ

イオマス利活用を図る市町村

へ助言を行いました。 

・木質バイオマス実用化モデ

ルの実施により、大学・企業

等との連携の下、木質バイオ

マスの利活用の促進が図れま

した。 

・国の実証試験事業を支援し、

バイオマス多段階利用システ

ムの構築に取り組みました。 

バイオマス利

活用推進事業

〔資源循環推

進課〕 

・シンポジウム３回開催（６００名参加） 

・アドバイザリー委員会 2 回開催 

・木質バイオマス実用化モデル事業を１件実

施 

・国の実証試験を１件支援 

・バイオマス講座１７回（約１０００名参加）

現状維持  
・農林水産業バイオマス利活

用推進連絡会議を開催するこ

とにより、バイオマス関連事

業の推進と普及・啓発を図る

ことができました。 

・農林水産環境展への出展を

通じて、広く県民にバイオマ

スの利活用に係る取り組み状

況を 普及啓発することがで

きました。 

農林水産業バ

イオマス利活

用の推進〔農

林 水 産 政 策

課〕 

農林水産業バイオマス利活用推進連絡会議の

開催 

農林水産環境展への出展（３日間） 

 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
１ 国に対して、県の食品リ

サイクル関係補助事業の要

望を行ないましたが、厳し

い予算状況のなか採択がな

されませんでした。 

２ 県民（食品関連事業者）

に対して、制度の趣旨を適

切に周知しました。 

(1)補助事業等の要望対応 

（１１件） 

(2)パンフレット等の関係機

関への送付（１００件） 

(3)来庁者・電話等に対する相

談対応等 

食品リサイク

ルの推進〔農

林振興課〕 

食品リサイクルの推進に向けた関連する補助

制度に資する啓発活動 

(1) 補助事業等の要望対応 

(2) パンフレット等の関係機関への送付 

(3) 来庁者・電話に対する相談対応等 

現状維持 

（１）牛ふん炭はリン酸、加

里の肥料効果があり、環境負

荷が化学肥料より少ないこと

を明らかにしました。 

（２）林地の残材由来のウッ

ドチップ等を牛舎の敷料に利

用でき、それを堆肥化すると

きの水分条件を明らかにしま

した。 

（３）ナシ剪定枝を効率的に

分解する微生物を選抜し、基

本的な性質の解明を行い、生

物特許の申請を行いました。

等 

農林業未利用

資源リサイク

ル研究推進事

業〔農業改良

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）再資源化物（牛ふん炭）の農地還元に

おける環境影響評価試験 

（２）有機性残さ（ウッドチップ、バーク等）

の畜舎への敷料化試験 

（３）微生物を利用したナシ剪定枝の再資源

化技術の開発試験 等 

 

 

 

 

 

 

 

現状維持 
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施策１７ 総合的な廃棄物・残土対策 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

産業廃棄物の不適正処理行為者に対

し、行政処分･告発を行うことにより、

不適正処理の防止を図りました。 

また、近年、硫酸ピッチの不適正処理

が増えている中、これを防止するために

は、一層の規制強化が必要であることか

ら、国において廃棄物処理法の改正作業

が行われていることに合わせ、国に対し

て再三の要望･提案を行った結果、平成

１６年１０月２７日から、厳格な処理規

準が制定･施行されました。 

廃棄物条例・

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〔産業廃棄

物課〕  

①廃棄物の不適正処理に係る行政

処分･告発 

・産業廃棄物収集運搬業者の許可の

取消し 計３９件 

・廃棄物処理法に基づく措置命令

計 ３件 

・廃棄物処理法違反に係る告発

計 ２件 

②国に対する法改正等の要望活動 

・八都県市首脳会議を通した要望活

動の実施 

・関東地方知事会議を通した要望活

動の実施 

・全国都道府県知事会議における要

望活動の実施 

・本県独自の要望活動の実施  現状維持  

産業廃棄物課のグリーン･アクショ

ン･チームによる監視パトロールのほ

か、これを補完するため、民間警備会社

に対し監視パトロールを委託すること

により、２４時間･３６５日の監視パト

ロールを実施しました。 

また、不適正処理現場の早期発見と早

期指導には地元市町村との連携が不可

欠であることから、６５市町村３９５名

に対して立入検査証を交付しました。 

 さらに、市町村が行う不適正処理防止

等の事業に対し補助金を交付するなど、

市町村との連携強化により、不法投棄等

の防止に努めました。 

 こうしたことにより、不法投棄量は、

前年度に比べ大幅に減少しました。 

産業廃棄物不

法投棄防止対

策事業〔産業

廃棄物課〕  

①産業廃棄物課監視担当による監

視パトロール事業 

②産業廃棄物不法投棄監視パトロ

ール事業（監視パトロールの委託）

年７２０回  

③市町村職員への立入検査証の交

付 ６５市町村３９５名 

④市町村への補助事業 

・不法投棄監視員制度補助  
６７市町村１３，０８９千円   

・不法投棄防止対策事業補助  
３０市町村 ６，２０３千円  

・不法投棄監視活動団体支援補助  
３市町  ７，６７４千円  

・不法投棄等不適正処理箇所調査事

業 ４回  
現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 取締り用装備資機材の整備として、四

輪駆動車３台整備。 

 廃棄物不法投棄事案等に対する取締

り強化を図り、平成１６年は、４４５件、

３９９人を検挙し、前年同期に比べ、検

挙件数は前年比マイナス２１件であっ

たが、検挙人員については前年比６９人

増加しました。 

廃棄物不法投

棄事犯等に対

する取締りの

強化〔警察本

部〕  

効率的な捜査と証拠資料の収集を

図るため、取締り用装備資機材を整

備しました。 

・捜査用四輪駆動車（リース）３台

等 

 

 
無認可採取２か所を発見し、中止指導

等を行いました。 

 

土石砂利未廃

止採取場等へ

の産業廃棄物

等の不法投棄

防止対策の強

化〔保安課〕  

無認可採取箇所及び未廃止採取

場等に対するパトロールの強化 

無認可採取等の早期発見・指導に

よる未然防止 

  年間、毎日（土日・祝日を除く）
延べ２１８日間、４人の雇用者によ

りパトロールを行いました。 縮小  

土砂等の適正な埋立事業の確保を図

るため、市町村に対して技術的な助言

や、情報提供を図りました。 

また、土砂等の埋立てについて、地域

の実情に即した独自の条例による規制

を行おうとする市町村に対して、県条例

の適用除外に係る法務支援を行いまし

た。 

 これにより、埋立て事業は、地域の実

情及び要求に応じて定められた基準に

即し、適正に実施されることとなりまし

た。 

残土の適正処

理の推進に当

たっての市町

村との連携強

化〔産業廃棄

物課〕  

技術的な助言（随時） 

情報提供（随時） 

適用除外を検討する市町村への法

務支援（適用除外市町村：３市町）

 

拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・現時点では、事業成立の確実性が見い

だせないことから、実証事業の実施、基

本計画のとりまとめは見送り、対応の方

向性について改めて検討を行うべく、事

業計画を見直しました。 

・関係事業者、関係行政機関関係者等か

らなる「建設汚泥等有効利用検討委員

会」を設置しました。 

・同検討会において、課題の洗い出しや

対応の方向性を検討し、新たな視点か

ら、今後の道筋を整理することができま

した。  

公的関与によ

る廃棄物等の

適正処理・有

効利用推進事

業〔資源循環

推進課〕  

建設汚泥等有効利用検討事業を

委託し、その事業の一環として以下

の会議を開催し、検討を行いまし

た。 

・「建設汚泥有効利用検討会」の開

催・・２回 

・同検討部会の開催・・・２回 

・同部会研究会（ワーキング会議）

の開催・・・２回 

現状維持  
リサイクル実態調査結果に基づき千

葉県内の数値目標の達成状況等を把握

し今後の建設副産物対策を一層促進し

ていくための資料とすることができま

した。  
また、リサイクル利用調査結果に基づ

き、溶融スラグ入りアスファルト合材を

使用する方針を定めました。 

建設副産物対

策事業〔技術

管理課〕  

利用システム・リサイクル法管理シ

ステムの維持、リサイクル材の各種

利用･実態調査等を実施しました。 

現状維持  
 河川に不法投棄され、また倉庫等に不

適正保管された硫酸ピッチの撤去を行

い、流水や土壌の汚染の拡大や生活環境

の保全上の支障を未然に防ぐことがで

きました。 

また、不法堆積され、火災を起こした

廃材チップについては、それを撤去する

ことにより、火災の再発を防ぐことがで

きました。 

産業廃棄物不

適正処理箇所

支障除去事業

〔産業廃棄物

課〕  

・君津市向郷に不適正保管された硫

酸ピッチの支障除去事業の実施（平

成１６年４月～） 

・佐倉市坂戸に不法堆積された廃材

チップの支障除去事業の実施（平成

１６年６月～） 

・富津市山中に不法投棄された硫酸

ピッチの支障除去事業の実施（平成

１６年９月～） 

・九十九里町藤下に不適正保管され

た硫酸ピッチの支障除去事業の実

施（平成１６年１０月～） 拡大  
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施策１８ 三番瀬の自然環境の再生 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 三番瀬の自然環境の再生に向けて、次のこ

とを実施しましたが、徹底した情報公開と住

民参加による再生計画の策定等に向けて、い

っそうの取り組みが必要です。 

①  平成１６年１２月２７日、県民・地元住

民・ＮＰＯ・専門家等からなる三番瀬再

生会議（知事からの再生計画の諮問に応

じ、答申を行うなどの役割があります）

を設置し、再生計画の策定を進めている

ところです。 

②  同会議に諮問するための県としての再生

計画（基本計画素案）を作成しました。 

（仮称）三番

瀬再生計画の

策定 

〔 企 画 調 整

課〕 

①三番瀬再生会議準備会の開

催（２回） 

②三番瀬再生会議を設置し、開

催（３回） 

③同会議に諮問するための県

としての再生計画（基本計画素

案）を作成 

 

現状維持 

①サテライトオフィスには年間 6,316 人の来

場者（対前年度＋1,667 人）があり、様々

な展示資料、ビデオ上映等により、県民の

三番瀬に関する関心と理解を深めるのに役

立てました。 

②三番瀬みなとまつりには約 5,000 人の来場

者があり、開催に携わった多くの NPO、企

業、地元事業者、漁業者等が一体となった

地域ぐるみの三番瀬への関心と理解を深め

るのに役立てました。 

③国際シンポジウムはアメリカ、国内は有明

海、大阪湾、伊勢湾、東京湾等から学識経

験者、国、漁業者が集まり、「東京湾の再生」

という観点から全国へ向けた質の高い情報

発信を行いました。 

三番瀬の情報

発信事業 

〔 企 画 調 整

課〕 

①サテライトオフィス来場者

数（年間） 6,316 人 

②三番瀬みなとまつり来場者

数 約 5,000 人 

③国際シンポジウム参加者数

254 人 

 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

次のとおり、三番瀬の再生を図るため、科

学的な知見を集積しました。 

①これまで蓄積された三番瀬の底質や生物の

分布など自然環境データ等のデータベース

化を図り､再生事業の順応的な管理を行う

ための基礎資料を得ました。 

②三番瀬の後背湿地として位置付けされる行

徳湿地において、再生に係るシミュレーシ

ョン調査を実施し､干潟化、淡水導入の効果

等を予測し、再整備のための基礎資料を得

ました。 

三番瀬自然再

生推進事業 

〔 企 画 調 整

課〕 

「三番瀬自然環境データベー

ス構築」及び再生に係るシミュ

レーション調査として「行徳湿

地連携検討調査」を実施 

 

現状維持 

老朽化した護岸の改修整備のために必要な

基礎調査を推進しました。 

 

市川市塩浜護

岸の改修〔河

川計画課、河

川環境課〕 

護岸事業延長１，７００ｍの

現況測量・地質調査・生物調査

の基礎調査を推進しました。 

 現状維持 

①アオサ調査については、発生量は季節によ

り異なり、秋に多く発生することが確認で

きた。船上からの回収方法では効率性に問

題があり、アサリ稚貝への餌料化試験では

成長率、生残率とも低いことが確認されま

した。 

②アサリ調査については、支柱柵設置方式に

よる波浪抑制で冬季の減耗防止効果が確認

できました。 

③藻場造成調査では、10 月に移植したアマモ

は増加が確認され、11 月に播種したものか

らも発芽を確認しました。 

三番瀬漁場再

生 調 査 事 業

〔 漁 業 資 源

課 〕 

実施期間：平成１６年４月～平

成１７年３月 

事業内容 

①アオサ調査：発生量調査、

回収手法の検討、マリンサイ

レージ化試験 等 

②アサリ調査：波浪減衰によ

る減耗防止効果調査、波高観

測 等 

③藻場造成調査：アマモ移

植・播種試験、種子育成試験

等 

 現状維持 
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施策１９ 森林の保全と総合利用 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  

イベントの開催等普及啓発を行ったこ

とにより、里山に関心を寄せる県民や里

山の保全整備等の活動に参加する県

民・企業が増加しており、里山条例が広

く県民に定着しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山条例の定

着に向けた里

山の保全・活

用の促進〔み

どり推進課〕 

・里山の保全整備等の活動の推進母

体である「ちば里山センター」を設

立しました。 

・里山条例に基づく里山活動協定を

新規に１６件認定した結果、３８件

となりました。 

・里山保全整備活用事業により２９

の里山活動団体が、２８ヘクタール

の森林整備を行いました。 

・「里山フェスティバル」及び「里

山フォーラム IN ちば」を開催しま

した。 

・みどりのボランティアに対する研

修を７回実施しました。 現状維持 

「（仮称）千葉県森林の開発行為の適正

化等に関する条例」を制定するため、立

法事実の整理を行い「千葉県における森

林の開発行為の適正化等を図るための

条例化による対策の方向性（案）」を打

ち出しました。この条例化は、政策法務

委員会において重要案件に指定されて

います。 

 

森林保全指針

の策定〔林務

課〕 

森林保全指針の策定に向けて検討

をした結果、千葉県の森林保全を進

めるに当たっては、森林の開発行為

を適正化することが喫緊の課題で

あり、森林保全指針の作成に止まら

ずに森林の開発行為の適正化等に

関する条例の制定が必要であると

考え、条例の制定に向けて検討を開

始し、政策法務課との協議を 23 回、

林野庁協議を 1 回、行いました。  改善
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・八都県市緑化政策専門部会や首都圏都

市づくり研究会で作成したマップを県

内の県立公園に備え、これを市民に配布

し、八都県市の公園の利用の促進や「緑

の効用」を啓蒙しました。 

・八都県市緑化政策専門部会は年間９

回、首都圏都市づくり研究会は年間４回

開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾みどり

の回廊構想の

推進〔公園緑

地課〕 

・検討調査（その３）は、平成 14.15

年度の調査結果を踏まえ、新たな地

域性緑地の指定など総合的な緑の

確保方策を検討しました。 

・八都県市緑化政策専門部会や首都

圏都市づくり研究会で引き続き「広

域的な緑のネットワークの形成」を

検討していますが、今年度は八都県

市の公園緑地の施策現況を整理し

た「緑の知る、見る、歩く」マップ

を作成しました。 

・「平成 17 年度国の施策・予算に対

する重点提案（東京湾みどりの回廊

構想の推進）」について国へ要望活

動を行ないました。 

・房総南部国営公園促進協議会によ

り国へ要望活動を行ないました。 縮小 

・支援交付金の対象森林 418 ヘクタール

において，間伐等の森林の整備に必要な

現況調査，境界確認，作業道の刈り払い

等の地域活動が実施されました。 

・本事業は森林施業計画を作成している

森林が対象となっているため，森林施業

計画が作成されていなかった君津市の

森林 50 ヘクタールで新規に森林施業計

画を作成するきっかけとなりました。対

象の森林では森林施業計画が作成され

た結果，今後 5 年間，計画的な森林整備

が進められることとなりました。 

一方，他市町村では，新規の森林施業

計画の作成及び森林整備地域活動実施

協定に至りませんでした。 

森林整備地域

活動支援事業

〔林務課〕 

・君津市で新規に 50 ヘクタールの

森林整備地域活動実施協定を締結

しました。 

・森林整備地域活動支援事業を市原

市，君津市，和田町，大多喜町，富

山町で実施して，支援交付金の対象

面積が合計４１８ヘクタールにな

りました。 

 

 

 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

造林事業及びサンブスギ溝腐病被害

木の伐倒駆除により森林整備が進み、健

全な森林を増やすことができました。 

 

二酸化炭素吸

収源対策とし

ての森林整備

の推進〔みど

り推進課〕 

民有林及び県営林において、造林

及び間伐等保育を 1,030ha 実施しま

した。 

（内訳） 

・造林：民有林 45ha 

県営林 7ha 計 52ha 

・間伐等保育：民有林 480ha 

県営林 498ha 計 978ha   

・サンブスギ溝腐病被害木の伐倒駆

除を 34ha 実施しました。  
拡大 

・県内市町村、都市再生機構、建築士会、

将来の大工等に対する県産材の PR の拡

大が図られました。 

・県産材を使い地域材利用促進活動を行

っている団体との連携拡大が図られま

した。 

・今後の県産材利用をサポートすると思

われる建築設計士との交流が図られ、木

材利用に係る情報交換ができました。 

ちばの木で家

づ く り 事 業

〔林務課〕 

１ 高等技術専門学校生徒による

県産材の小規模モデル木造施設

製作（1.5 坪）  ６棟 

２ 不特定多数の訪れる「道の駅」

等における利用展示   ６棟 

３ 県産材により住宅新設、リフォ

ームを希望するユーザーを対象

としたセミナーの開催  ５回 

４ アドバイスの実施（木と住まい

の相談員の設置） 相談員２５名

５ 県産材ＰＲ等のＨＰ作成 現状維持 

学校という地域のシンボル的な公共

施設に地元産の木材を使用したことに

より、広範に関心を集めることができ、

木材の良さの普及と森林・林業に対する

関心が高められたと考えられます。 

また、地元産木材を利用したことか

ら、地域の林業・木材産業の振興を図る

ことができました。 

林業・木材産

業構造改革事

業〔林務課〕 

丸山町立丸山中学校の周辺施設の

木造化 

１ 体育部室     １棟 

２ 屋外倉庫     １棟 

３ 自転車置場    １棟 

拡大 

・間伐・除伐の実施や樹木ラベルの設置

等により、森林・環境教育の場としての

利用促進が期待できるようになりまし

た。 

・森林・林業の体験学習に必要な用具類

の整備により、今後、充実した森林・環

境教育の実施が期待できるようになり

ました。 

森林・林業教

育支援促進事

業〔林務課〕 

・「教育の森」７カ所８．５ヘクタ

ールにおいて、間伐・除伐，投棄ゴ

ミの処理等を行いました。 

・１０ヶ所の農林振興センターで森

林・林業の体験学習に必要なヘルメ

ット，鎌等を購入し、用具類の整備

を行いました。 

現状維持 



施策１９ 森林の保全と総合利用 

 147

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・観察会や見学会、他機関との連携事業、

自然観察路の整備等によって、多くの県

民が房総丘陵の森林を訪れ、体験学習す

る機会を提供することができました。 

・三島小教室博物館を拠点とした事業展

開によって、地域の人々が身近な自然や

文化に誇りを持ち、その保全を主体的に

考える機会を提供することができまし

た。 

・ニュースレターやインターネットによ

る積極的な情報発信の結果、マスコミに

取り上げられる機会も増え、南房海岸地

域に比べて知名度の低かった丘陵部森

林地帯への注目を集めることができま

した。 

 

 

 

 

 

 

房総の山フィ

ールド・ミュ

ージアム推進

事業〔教育庁

教育振興部文

化財課〕 

・房総丘陵の自然誌、民俗資料の収

集整理保存及び調査研究 

・三島小学校教室博物館における展

示 1,688 名参加（２月末データ） 

・自然観察路の整備と展示更新（自

然観察路の掲示板及び情報箱各１

基設置、野外展示更新 32 回、『自然

観察路案内図』４回発行） 

・観察会、見学会の実施（２０回）

590 名参加（２月末データ） 

・自然観察パンフ、ニュースレター

（４回）、山の学校通信（年間１２

回）、ポスター発行（54 種類 79 枚）

・インターネットによる情報発信

（毎月更新） 

・清和公民館文化祭展示ブース設置

約 3,000 名来場 

・近隣自然の家との連携事業（観察

会等）1,018 名参加 

※ 三島小学校教室博物館及び観

察会、見学会参加者は年度末まで

に 230 名程度予定 拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・高齢者を対象とした森林効果の検証と

森林療法プログラム（試案）が作成され

ました。 

・森林療法の活用する森林コースの設

定、整備方針の検討や森林インストラク

ターの活用を中心とした想定森林療法

プログラムが作成されました。 

・幼児と森林との触れ合いの実態を把握

できました。（森の幼稚園の実践例の把

握） 

・森林インストラクターに対し森林療法

における対象者との係わり方の支援を

行ったことにより、痴呆性高齢者及び幼

児との係わり方が実践されました。 

・森林インストラクター等を対象とした

研修会、講習会の開催により、森林療法

の基礎が学習されました。 

・一般県民を対象に、里山フォーラムを

開催し、その一部として、高齢者を対象

とした森林療法の効果を医療機関から

発表しました。 

健康と癒しの

森整備事業

〔みどり推進

課〕 

・高齢者を対象とした森林インスト

ラクターによる研究会の開催  

１４回 

・障害者等を対象とした森林インス

トラクター支援事業   ９回 

・幼児を対象とした森林インストラ

クターによる研究会の開催 ２回 

計２５回 

・高齢者を対象とした森林効果の検

証と森林療法プログラムの作成業

務の発注 １件 

・森林療法の活用する森林コースの

設定、整備方針の検討や森林インス

トラクターの活用を中心とした想

定森林療法プログラムの作成業務

の発注 １件 

・研修会（大学助教授による講演）

の開催 １回 

・里山フォーラムの開催（医師によ

る森林療法の発表） １回 

・高齢者を対象とした森林効果の総

括 １回 拡大 

・炭化の実用化研究（炭化処理データ、

木炭の性能分析等の基礎的情報の収

集・分析）により、炭化装置から生産さ

れる木炭の高機能特性が評価されまし

た。 

・さまざまな新用途開発（農業系資材、

環境系資材、工業系資材）への取組みが

始まりました。 

木質バイオマ

ス利活用実用

化 促 進 事 業

〔林務課・資

源 循 環 推 進

課〕 

・産学官連携による共同研究組織

「木質バイオマス新用途開発プロ

ジェクトチーム」が編成され、共同

研究会議を３回開催しました。 

・未利用木質バイオマス（製材残材

等）を利用する高性能炭化施設が設

置（１基）されました。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ちば・林業の里活性化推進計画（山村地

域活性化プラン）が次の２地域で作成さ

れました。 

１ 千葉市全域 

  サンブスギ溝腐病被害状況等のア

ンケート調査を実施し、被害木の利用

拡大を図る計画が策定されました。 

  また、森林ボランティアの活動拠点

に被害木が有効利用されました。 

２ 山武町全域 

 サンブスギ溝腐病の被害で荒廃し

た森林を再生させるため、被害木や間

伐対象木を木質資源として有効利用

するバイオマスタウン推進の計画が

策定されました。 

ちば・林業の

里 育 成 事 業

〔林務課〕 

ちば・林業の里活性化推進計画（山

村地域活性化プラン）が①千葉市全

域、②山武町全域の２地域で作成さ

れました。 

休止・廃止 
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施策２０ ２１世紀型新産業への展開 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・研究開発費の獲得については、１件の

競争的資金の獲得と数件の競争的資金

の獲得が見込まれていますが、東京圏ゲ

ノム科学としての特別予算の獲得には

至っていません。また、施設整備につい

ては、東大柏ベンチャープラザの開所、

かずさバイオ共同研究開発センターの

整備、東大柏キャンパスの整備、長期滞

在型施設の整備などが行われています。

また、千葉地域のインキュベーション施

設の整備についても、具体化に向けた調

整が図られています。 

・各地域のコーディネーターどうしが企

業の支援策の検討や各種研究会等の情

報交換を行い、人的ネットワークの形成

や地域間の連携の強化が図られました。

・クラスター形成促進に係る検討会の開

催には至りませんでしたが、県内各地域

の業種別、規模別の企業等の集積状況な

ど現状を分析することで、県内に集積す

る企業の特徴などを把握することがで

きました。 

東京圏におけ

るゲノム科学

の国際拠点の

形成促進及び

新産業創出特

区の推進〔産

業振興課〕 

・「東京圏ゲノム科学の国際拠点形

成プロジェクト基本構想」を踏まえ

た、研究開発費の獲得や新たな研究

機関等の誘致を図るべく、東京圏の

産学官連携の推進、国への要望活動

などを実施しています。 

・産学官連携の促進に関して、県内

理工系大学等を訪問し意見交換を

行うとともに、大学から企業への技

術移転促進に関して、米国の先進事

例を学び今後に活かすための意見

交換会を開催しました。 

・県内理工系大学との意見交換会を

１回開催しました。 

・千葉県コーディネーターネットワ

ーク協議会（仮称）は設置には至り

ませんでしたが、千葉、柏・東葛、

かずさ地域の知的・産業集積拠点に

おいて活動するコーディネーター

が集まり意見交換を行う新産業プ

ラットフォーム運営部会を６回開

催しました。 

・クラスター形成促進に資するた

め、新産業創出特区地域を中心に約

４，０００社の企業等の情報を収集

しました。 現状維持 

東京大学柏キャンパスの「高輝度光源研

究センター（仮称）」の早期整備の実現

に向けて国に要望しましたが、「高輝度

光源研究センター（仮称）」の整備には

至りませんでした。 

東京大学柏キ

ャンパス等と

の連携を強化

した、融合領

域の新産業創

出拠点の形成

〔 産 業 振 興

課〕 

東京大学柏キャンパスの「高輝度光

源研究センター（仮称）」の早期整

備の実現に向けて国に要望しまし

た。（１６年７月） 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・本県ＩＴ産業の拠点といえる幕張地区

で本事業を実施した結果、ＩＣカードや

お財布携帯電話が使用できる環境の整

備や地域のイベントをインターネット

によりライブ中継する仕組みの導入が

検討されるなど、実証実験を契機に民間

の需要を導くことができました。 

・千葉市、千葉大学との検討会を踏まえ、

（独）中小企業基盤整備機構、関東経済

産業局へインキュベーション施設整備

を要望しました。 

千葉大学、幕

張等の知的資

源、産業集積

を活かした医

療工学、ＩＴ

関連産業の集

積促進〔産業

振興課〕 

・当初予定どおり２件分の次世代Ｉ

Ｔの実証実験を支援しました。 

・千葉市、千葉大学とともに千葉大

学連携型起業家育成施設の設置場

所や施設内容などについての検討

会を７回開催しました。 

現状維持 

・国の競争的資金に１件採択され、国か

ら研究費約８０，０００千円（１６年度

分）獲得しましたが、東京圏ゲノム科学

としての特別予算の獲得には至りませ

んでした。 

・バイオ分野のセミナー・フォーラムを

計５回開催し、国内外から研究者等合計

７００名が参加しました。これにより、

研究者・企業関係者との交流・ネットワ

ークの構築が進むとともに、国際的な研

究交流拠点としての情報発信が行われ

ました。 

・かずさバイオ共同研究開発センターの

整備については、１７年４月竣工予定と

なりました。 

かずさＤＮＡ

研究所、臨海

部企業、大学

を取り込んだ

バイオコンビ

ナートの形成

〔 産 業 振 興

課・企業立地

課〕 

・国の競争的資金について２件の提

案を行いました。 

・バイオ分野のセミナーを３回、フ

ォーラムを２回開催しました。 

・「東京圏ゲノム科学の国際拠点形

成プロジェクト基本構想」を踏まえ

た、研究開発費の獲得や新たな研究

機関等の誘致を図るべく、東京圏の

産学官連携の推進、国への要望活動

などを実施しました。 

・かずさＤＮＡ研究所開所１０周年

記念事業（式典・講演会・国際会議

等）を開催しました。 

現状維持 

特区制度の活

用、環境関連

産業の集積に

よる臨海コン

ビナートの活

性化〔産業振

興課〕 

 

 

 

・北九州の環境産業集積についての

講演会及び意見交換会：１回開催

参加人員３５名 

・エコタウン事業による環境産業の

立地（３施設） 

・富津地区工業用地における新たな

リサイクル産業の立地可能性の把

握 

・京葉臨海コンビナート特区推進委

員会を２回実施 

・富津地区工業用地への新たに３施設の

リサイクル施設が立地しました。 

（車両リサイクル、廃塩ビリサイクル、

貝殻リサイクル） 

・君津地域南部地域におけるリサイクル

コンビナート形成可能性調査を実施し

ました。 

・君津地域南部地域の自治体や企業によ

る連絡会議等は開催しませんでしたが、

リサイクル施設の立地やリサイクルコ
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ンビナート形成可能性調査の実施によ

りリサイクルコンビナート形成への条

件整備が進展しました。 

・コンビナート企業、市原市、袖ケ浦市

と連携し、国に高圧ガス設備の開放検査

周期の延長やコンビナート内の試験研

究施設で高圧ガス配管などを変更する

際の規制緩和の特区申請を行い、認定さ

れました。 

・第一種圧力容器の検査方法の変更やコ

ンビナートの装置運転業務における派

遣期間の撤廃の新たな規制緩和の提案

を２件行いましたが、却下されました。

・新たな規制緩和項目であるボイラー及

び第一種圧力容器における開放検査周

期の延長の追加変更認定申請を行いま

した。 

 ・国への特区追加変更認定申請を行

うための研究会等を７回実施 

改善 

産学官連携に

よる研究開発

の推進〔産業

振興課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①東葛テクノプラザ 

・企業と大学等とのコーディネート

活動などを行うリエゾンマネージ

ャーを４名配置しました。 

・福祉・医療機器や環境など新規成

長分野に関する５つの研究会を３

６回、大学等の研究者に研究成果

(シーズ)を発表してもらい、これを

基に新たな事業を促進するための

シーズ発表交流会を２回開催しま

した。 

②ブラッシュアップアドバイス事

業 

・５社に対し、デザインの専門家を

延べ４人、ＮＰＯ法人から延べ５６

人を派遣し、「売れるものづくり」

のための支援をしました。 

③東大柏ベンチャープラザ 

・独立行政法人中小企業基盤整備機

構（旧：地域振興整備公団）が貸研

①東葛テクノプラザ 

・東葛テクノプラザの施設管理・運営を

行うとともに、研究開発室等への入居企

業募集を行い、常に満室に近い状況で推

移しました。入居企業の中からは、事業

を大きく発展させ自社工場を持ち卒業

する企業や、東葛テクノプラザにおいて

大学等との共同研究をした結果、製品化

する企業が出始めています。 

・産学官の共同研究を２９件（昨年度か

らの継続を含む）コーディネートし、一

部研究では実用化の目途がついたもの

がでてきました。 

②ブラッシュアップアドバイス事業 

・支援した企業において、専門家等のア

ドバイスに基づいた新製品の発売や新

たな販路の開拓が見込まれます。 

③東大柏ベンチャープラザ 

・入居する創業間もない企業や財務基盤

の弱い企業に補助したことで、大学発ベ
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究室など３４室を有する東大柏ベ

ンチャープラザを整備し、大学発ベ

ンチャー等１５社で全室を利用す

る入居決定がされました。 

④バイオライフサイエンスネット

ワーク会議 

・県内のバイオライフサイエンス分

野の最新情報や産学官の交流を促

進するため総会を開催するととも

に、企業活動や研究開発に重要なテ

ーマである知財についてのセミナ

ーを開催しました。 

・県内のバイオ関連のイベント情報

や支援施策情報を提供するため、ホ

ームページを月５～６回程度で更

新するとともにメールマガジンを

月２～３回程度配信しました。 

⑤知的財産等の有効活用の推進 

・特許流通アドバイザーによる特許

流通移転の仲介により、５５件の移

転がありました。 

・特許移転委員会を１回開催し、県

内大学や中小企業、中小企業支援団

体等の参加を得て、事業活動等の意

見交換を行いました。 

・特許流通セミナーを１回開催し、

中小企業など７５名が参加し、特許

制度の理解を深めました。 

・シーズ・ニーズ調査を１，１５０

社に対して実施し、４６７件の開放

特許情報を収集し、流通に活用して

います。 

⑥戦略的特許取得・連携活用事業 

・中小企業知財戦略策定のための専

門家派遣企業数は、１０社ありまし

た。 

・開放特許発表会は、２社６件の特

許が発表され、内１件は、ステンレ

ンチャー等による新産業の創出が期待

されます。 

・インキュベーションマネージャーを配

置したことで、大学発ベンチャー等に対

するきめ細かい支援が可能となりまし

た。 

④バイオライフサイエンスネットワー

ク会議 

・総会やセミナーを開催し、専門的な知

識や研究情報の提供と人的交流を深め

ました。 

・ホームページの運営やメールマガジン

の配信により会員団体（１３０団体）へ

様々な情報を定期的に提供することが

でき、会員相互の情報共有が進みまし

た。 

⑤知的財産等の有効活用の推進 

・特許情報活用アドバイザーによる企業

訪問等の指導支援５２０件や知的財産

制度の普及・啓発のための講習会１０回

を開催し、特許の利用促進を図りまし

た。 

・開放特許のデータベースを構築し、

４６７件を掲載した CD－ROMや冊子を市

町村等に配布することにより、活用促進

を図りました。 

⑥戦略的特許取得・連携活用事業 

・中小企業知財戦略策定のための専門家

を派遣された１０社は、すべての企業で

知財戦略を策定するとともに新分野進

出に向けた特許取得など、知財戦略を経

営戦略の柱として捉えるようになりま

した。 

・模倣品対策弁護士相談は、急増する特

許侵害や模倣品対策の被害を抑えるこ

とができます。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スのプレス加工方法の効率化を図

る技術に対する特許流通に向けた

検討を行っています。 

・開放特許データベースとして、４

５０件が登録され、流通が促進され

ます。 

・模倣品対策弁護士相談は、東葛テ

クノプラザ、知的所有権センターの

２箇所に開設し、延べ１４回を開催

しました。 改善 

・産業支援技術研究所では、実地指導、

技術相談、依頼試験等を昨年度に比べ増

加させたことにより、製品開発に対する

支援をより多くの中小企業に実施する

ことができました。 

・県内中小企業１５社に対し、両補助金

を交付した結果、製品化に結びついた事

業が９件、新技術の開発に成功した事業

が６件となり、それぞれ当初に目的とし

ていた新技術や新製品の開発がなされ

ました。 

・事業成果普及発表会に県内リサイクル

事業者等４０名の参加があり、事業で得

られた成果が広く県内企業に技術移転

されました。 

・これまで、自動車用合わせガラスはリ

サイクルされずシュレッダーダストと

して埋立処理されておりましたが、産業

支援技術研究所が中心となり、県内中小

企業者(３社)及び千葉大学との産学官

連携により技術開発を行いリサイクル

への道が開けました。 

産業技術力の

強化〔産業振

興課〕 

・産業支援技術研究所による支援

（技術相談等：１，３１２件、実地

指導等：１５０件、依頼試験：

４，４７９件等）を実施しました。

・千葉県技術改善費補助金を１０社

に、千葉県新産業創造研究開発費補

助金を５社に交付しました。 

・産学官連携推進委員会を３回、事

業成果普及発表会を１回開催しま

した。 

改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・中小企業を支援するＮＰＯと県産業支

援機関との連携事業を推進するための

「取り決め事項」等を定め、ＮＰＯ６団

体とのネットワークが構築できたこと

から、中小企業の多様な支援要望に対応

できる支援機関の紹介が可能となりま

した。 

・各ＮＰＯの実施する中小企業支援策等

を（財）千葉県産業振興センターのホー

ムページで広報することから、中小企業

が支援機関を選択できるようになりま

した。  

創業促進支援

（ＮＰＯ法人

と協働したベ

ンチャー企業

支援の推進）

〔 産 業 振 興

課〕  

中小企業支援千葉県・ＮＰＯ連携会

議を２回開催 

・第１回会議：平成１６年１０月２

１日（木） 

・第２回会議：平成１７年２月２４

日（木） 

現状維持  
ファンドの仕組みを検討した結果、投資

事業有限責任組合、会社型投資信託、基

金方式等があり、また、そのファンドに

対する出資者として、機関投資家のほか

県内企業や個人投資家などが想定され

ることがわかりました。 

資金供給の円

滑化（民間資

金を活用した

ファンドの検

討）〔産業振興

課〕 

ベンチャー企業に対する資金支援

の仕組みを経営支援課と３回協議

しました。 

現状維持 

販路・市場開

拓 へ の 支 援

〔 産 業 振 興

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「新技術・新製品説明会」を 3 回

開催しました。 

・平成１６年８月３日開催：ＩＴ関

連技術・製品 

・平成１６年１１月１６日開催：学

校・社会教育施設向け技術・製品 

・平成１７年３月９日開催：土木工

事向け技術・製品 

②「セールスプロモーションちば」

を２回開催しました。 

・第１回開催事業：平成１６年１１

月１８日 

・第２回開催事業：平成１７年３月

１７日 

③ｅビジネスモデル策定・促進事業

・参加企業 7 社、研究会 7 回開催、

研究会活動に基づくオンラインシ

ョップ構築・運用のマニュアル作成

①「新技術・新製品説明会」 

・平成１５年度から開催し、これまで参

加企業４２社の製品を官公庁等担当者

３７０人余りに紹介しました。 

・１１月１６日に参加した企業の製品が

高等学校に採用されました。 

②「セールスプロモーションちば」 

・当日の商談件数は１１８件で予定した

時間を超える活発な商談が行われ、ま

た、参加した中小・ベンチャー企業のア

ンケート結果では「本事業により、ビジ

ネスパートナーとしてのつながりを持

つことができた」との回答が８０％あり

ました。 

③ｅビジネスモデル策定・促進事業 

・研究会でノウハウを蓄積し、立ち上げ

から運用のマニュアルを作成しました。

・モデルｗｅｂサイトを構築しました。
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

④ｅビジネスチャンス拡大支援事業 

・千葉県ベイサイドカタログパークへの

アクセス件数が月平均１３，０９５件

（１５年度）から１８，１５１件（１６

年度）へ増加しました。 

⑤ＩＴモバイル・巡回相談事業 

・利用企業の満足度が高く、ニーズの高

さが検証されました。１７年度には(財)

産業振興センターの自主事業として実

施予定。 

⑥ＩＴ活用研修事業 

・電子商取引の法的知識、セキュリティ

等実践的な知識が習得されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ｅビジネスチャンス拡大支援事

業 

・県内中小企業の技術・製品等を紹

介する(財)千葉県産業振興センタ

ーのホームページ｢千葉県ベイサイ

ドカタログパーク｣への登録企業数

２５５社（H16.3 末）⇒４３４社

(H17.3 末) 

⑤ＩＴモバイル・巡回相談事業 

・Ｗｅｂショップ開設や販売管理な

どＩＴ利活用に関するアドバイス

件数 ８８件（訪問計画６０件に対

して、達成率１４７％） 

・アンケート結果から、９６％がお

おむね満足 

⑥ＩＴ活用研修事業 

・ＨＰ設計活用講座（３日×３回、

４０名） 

・Ｗｅｂショップ開設活用講座（３

日×３回、３２名） 

現状維持 

戦略的な企業

誘致活動の推

進〔企業立地

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・千葉県内へ企業を誘致するため、

バイオ、環境、物流、外資等の新規

成長分野を中心に新規企業４３８

社を訪問しました。 

・千葉県に進出済みの企業へのフォ

ローのため１５２社を個別訪問し、

寄せられた要望等にできる限りお

答えするよう努めました。 

・インターネットを活用し分譲地や

遊休地に関する情報の提供に努め

ました。 

・千葉県企業誘致推進連絡協議会誘

致活動・情報部会を２回、地域連携

部会６回開催し、情報を共有し、官

民一体となった誘致活動に努めま

した。 

・対日投資アドバイザー等を配置し

た「ちば投資サポートセンター」を

・平成１６年中に県内に立地した企業は

３７社になりました。 

・千葉県企業立地の促進に関する条例及

び基本方針の制定、立地企業補助金の拡

充など企業誘致施策体系を整備しまし

た。 

・外資系企業スタートアップセンター

（FASuC）は、２社の入居があった結果、

既設部分は全室（１０室）入居となりま

した。 

・外資系企業の進出拠点を拡充するため

に、平成１７年１月に施設を１０室から

２０室に拡張しました。 

 

 

 

 

 



施策２０ ２１世紀型新産業への展開 

 157

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

  
 
 

設置し、Ｅメールマガジンやインタ

ーネットを活用した広報・ＰＲ活動

を展開しました。 

・「かずさ国際バイオフォーラム２

００４」において、米国企業と県内

企業等との商談会、知事主催のレセ

プションなどを開催しました。 

・外資系企業スタートアップセンタ

ー（FASuC）は、新たに２社の入居

があり、入居企業に低廉な家賃を提

供するために、施設を運営するビル

事業者に対し補助を行いました。ま

た、平成１７年１月に施設を１０室

から２０室に拡張して入居者の募

集を開始しました。 拡大  

・立地企業補助金、分譲区画の小区画化、

遊休地情報システムの活用等により、企

業立地を図りました。 

・立地企業補助金交付要綱を改正し、立

地企業補助制度を拡充しました。 

立地を誘引す

る制度等の強

化〔企業立地

課〕  

・県内に立地した企業２社に対し、

立地企業補助金を交付しました。 

・分譲区画の縮小化、賃貸方式の活

用等の企業ニーズを把握し、分譲用

地を保有する事業主体との調整を

図り、分譲促進に努めました。 

・ホームページ上に遊休地情報を６

件掲載し、情報を提供しました。  改善 

市町村等と連携し、立地済企業のフォロ

ーアップを行い、従業員採用のための人

材情報や工場増設のための遊休地情報

などを提供しました。 

顧客サービス

の充実〔企業

立地課〕  

・千葉県内へ企業を誘致するため、

バイオ、環境、物流、外資等の新規

成長分野を中心に新規企業４３８

社を訪問しました。 

・千葉県に進出済みの企業へのフォ

ローのため１５２社を個別訪問し、

寄せられた要望等にできる限りお

答えするよう努めました。 

・千葉県企業誘致推進連絡協議会誘

致活動・情報部会を２回、地域連携

部会６回開催し、情報を共有し、官

民一体となった誘致活動に努めま

した。  改善 
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施策２１ 中小企業等の活性化 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

政府系金融機関や中小企業支援機関

との連携を強化したこと及び相談企業

に対しきめ細かい助言に努めたことに

より承認件数が増加しました。 

税理士会や企業団体の主催セミナー

に積極的に参加し、制度の普及に努めま

した。 

経営革新への

支援〔経営支

援課〕 

経営革新計画承認企業数１１１社 

経営革新支援セミナー開催回数 

１７回 参加者７９３人 

経営革新フォローアップ事業 

７５社 

拡大 

・特許流通アドバイザーによる特許流通

移転の仲介により、５５件の移転があり

ました。これにより、平成９年度からの

累計では、１８４件となりました。 

・特許流通フェア等のイベント３箇所に

参加し、特許流通の普及・啓発を行いま

した。 

・特許情報活用アドバイザーによる企業

訪問等の指導支援５２０件や知的財産

制度の普及・啓発のための講習会１０回

を開催し、特許の利用促進を図りまし

た。 

・開放特許のデータベースを構築し、

４６７件を掲載した CD－ROMや冊子を市

町村等に配布することにより活用促進

を図りました。 

研究開発を加

速する未利用

特許の移転促

進〔産業振興

課〕 

・特許流通アドバイザーによる特許

流通移転の仲介により、５５件の移

転がありました。 

・特許移転委員会を１回開催し、県

内大学や中小企業、中小企業支援団

体等の参加を得て、事業活動等の意

見交換を行いました。 

・特許流通フェア等のイベント３箇

所に参加し、特許流通の普及・啓発

を行いました。 

・特許情報活用アドバイザーによる

特許情報の検索・活用に向けて、企

業訪問による指導支援５２０件や

知的財産制度の普及・啓発のための

講習会１０回を開催し、特許の利用

促進を図りました。 

・特許流通セミナーを１回開催し、

中小企業など７５名が参加し、特許

制度の理解を深めました。 

・シーズ・ニーズ調査を１，１５０

社に対して実施し、４６７件の開放

特許情報を収集し、流通に活用して

います。 

・知的財産戦略（仮称）は、策定に

向けた取り組みをしています。 改善 



施策２１ 中小企業等の活性化 

 159

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①ｅビジネスモデル策定・促進事業 

・研究会でノウハウを蓄積し、立ち上げ

から運用のマニュアルを作成し、モデル

ｗｅｂサイトを構築しました。 

②ｅビジネスチャンス拡大支援事業 

・千葉県ベイサイドカタログパークへの

アクセス件数が月平均１３，０９５件

（１５年度）から１８，１５１件（１６

年度）へ増加しました。 

③ＩＴモバイル・巡回相談事業 

・利用企業の満足度が高く、ニーズの高

さが検証されました。１７年度には(財)

千葉県産業振興センターの自主事業と

して実施予定。 

④ＩＴ活用研修事業 

・電子商取引の法的知識、セキュリティ

等実践的な知識が習得されました。 

電子商取引推

進事業〔産業

振興課〕 

①ｅビジネスモデル策定・促進事業

・参加企業７社、研究会７回開催、

研究会活動に基づくオンラインシ

ョップ構築・運用のマニュアル作成

②ｅビジネスチャンス拡大支援事

業 

・登録企業数２５５社（H16.3 末）

⇒４３４社(H17.3 末) 

③ＩＴモバイル・巡回相談事業 

・アドバイス件数８８件（訪問計画

６０件に対して、達成率１４７％）

・アンケート結果から、９６％がお

おむね満足 

④ＩＴ活用研修事業 

・ＨＰ設計活用講座（３日×３回、

４０名) 

・Ｗｅｂショップ開設活用講座（３

日×３回、３２名） 現状維持 

①「新技術・新製品説明会」 

・平成１５年度から開催し、これまで参

加企業４２社の製品を官公庁等担当者

３７０人余りに紹介しました。 

・１１月１６日に参加した企業の製品が

採用されました。 

②「セールスプロモーションちば」 

・当日の商談件数は１１８件で予定した

時間を超える活発な商談が行われ、ま

た、参加した中小・ベンチャー企業のア

ンケート結果では「本事業により、ビジ

ネスパートナーとしてのつながりを持

つことができた」との回答が８０％あり

ました。 

新 製 品 の 販

路 ･市場開拓

への支援〔産

業振興課〕 

①「新技術・新製品説明会」を３回

開催しました。 

・平成１６年８月３日開催：ＩＴ関

連技術・製品 

・平成１６年１１月１６日開催：学

校・社会教育施設向け技術・製品 

・平成１７年３月９日開催：土木工

事向け技術・製品 

②「セールスプロモーションちば」

を２回開催しました。 

・第１回開催事業：平成１６年１１

月１８日 

・第２回開催事業：平成１７年３月

１７日 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・まちの起業家養成スクールにより、

４６人が起業に不可欠な基礎的知識を、

また３２人が実践的知識を習得しまし

た。なお、いずれのコースも女性が受講

者の過半数を占めました。  
 ・コミュニティビジネス経営強化事業

では、１８団体について、経理、労務、

販売促進等の様々な分野において団体

の経営強化に寄与することができまし

た。また、支援の中で経営のヒントとな

る実例を検証でき、今後の支援において

活かす事が可能です 

起業しやすい

産業分野にお

ける起業支援

の推進〔経済

政策課〕 

①まちの起業家養成スクール 

・起業セミナー（入門コース２日間

１回） 

・起業セミナー（実践コース４日間

１回）※受講は入門コース受講者を

優先します。 

②コミュニティビジネス経営強化

事業 

・経営支援団体 計１８団体 

・支援分野（経理・会計、ＩＴ、労

務管理、マネージメント等） 

・支援回数 計 ２４４回 

・支援人材（失業者）の募集及び雇

用（年間で１４人の失業者雇用） 

・専門委員会開催 １２回 
拡大 

中小企業振興融資資金（開業・育成資金

全体） 

・平成１７年３月末現在融資実績 

２６０件、１，６４４百万円 

・開業・育成資金（女性及び中高年向け）

の保証承諾実績 ９９件、３７９百万円

女性・中高年

者の開業・育

成支援〔経営

支援課〕 

①開業・育成資金の継続実施（女

性・中高年向けを含む全体） 

・平成１７年３月末現在融資実績 

２６０件、１，６４４百万円 

②利用促進のための広報 

・パンフレット１２，０００部配布

（４月）、県民だより掲載（４月号）、

「県からのお知らせ」（１０月１９

日付千葉日報）、千葉県産業情報ヘ

ッドライン事業（メールマガジン

１２月１６日、３月２４日配信）、

制度融資説明会（年４回）等での広

報 

③利用状況の把握（毎月） 
改善 

・企業再生支援資金 

平成１７年３月末現在融資実績：２件、

１億円 

中小企業振興

資金融資制度

の充実〔経営

支援課〕 

①観光立県ちばの実現に向け、魅力

ある観光施設づくり資金を創設し

ました。 

②地域の中核的な中小企業の早期

再生を図るため、企業再生支援資金

を創設しました。 

③利用促進のための広報（随時） 

④融資制度全体の利用状況の把握 

・平成１７年３月末現在融資実績：

２６，４３８件、約１，９５６億円 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・中小企業向け金融の多様化を目的と

し、ＣＬＯ（貸付債権担保証券）方式を

活用した融資を１５年度に引き続き行

いました。 

・県内金融機関のみで実施し、証券の一

部を投資信託として県民が引き受ける

ことにより、県内の資金循環を高めるこ

とができました。 

・ＣＬＯ融資利用者の意見を聞くことが

できました。  

千葉県版貸付

債権担保証券

（ＣＬＯ）の

展開〔経営支

援課〕  

・第２回千葉県版ＣＬＯのスキーム

募集、スキーム決定（＝中核金融機

関決定） 

・ＣＬＯ実施、融資総額 約１５０

億円（融資先 ４８６社） 

・第１回千葉県版ＣＬＯ利用者アン

ケート調査（８０６社中６０５社回

答、回答率７５％） 

現状維持  
現時点で、導入可能な地銀、信用金庫の

すべてで導入が実現しました。 

即決型融資の

定 着 と 拡 充

〔 経 営 支 援

課〕 

１都銀、５信用金庫で新たに取扱い

を開始しました。 

現状維持 

・関係者の合意が得られず、再生基金の

平成１６年度中の創設には至りません

でした。 

・企業再生支援資金の創設により、再生

中の企業が運転資金の融資を受けやす

くなりました。 

地域再生基金

（ファンド）

の創設及び活

用の促進〔経

営支援課〕 

・再生基金の創設に向けた検討会を

7 回開催しました。 

・事業再生中の企業向けの制度融資

（企業再生支援資金）を１０月に創

設しました。 

現状維持 

・１４名の修了者はそれぞれの地域や商

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。 

・なお、今年度の修了者は、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。 

商店街若手リ

ーダー養成事

業（ふさの国

商い未来塾）

〔 経 営 支 援

課〕  

・２３名の受講者があり、うち１４

名が修了しました。 

・先進事例視察１回（10/22～23 滋

賀県長浜市）、現地ゼミナール２回

（8/25 戸越銀座銀六商店街（東京

都品川区）、11/24 東和銀座商店街

（東京都足立区））、講義７回（7/28、

8/11、9/8、22、10/7、11/10、12/8）

の計１０回の講座を開催しました。

・従前は計８回の講座でしたが、今

年度は２回の現地ゼミナールを追

加し、より実践的な内容としまし

た。 
現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

本県ＩＴ産業の拠点といえる幕張地区

で本事業を実施した結果、ＩＣカードや

お財布携帯電話が使用できる環境の整

備や地域のイベントをインターネット

によりライブ中継する仕組みの導入が

検討されるなど、実証実験を契機に民間

の需要を導くことができました。 

幕張新都心Ｉ

Ｔ拠点形成事

業〔産業振興

課〕 

当初予定どおり２件分の次世代Ｉ

Ｔの実証実験を支援しました。  

現状維持 

５つの実証実験から、地域経済の活性化

に地域通貨がどの様な効果をもたらす

かが判明し、報告会を通して県内の市町

村や商工関係者に対し、今後地域通貨を

活用する際に参考となる取組事例を紹

介することができました。 

地域通貨の導

入の促進〔経

済政策課〕  

当初３程度の実証実験を行う予定

でしたが、比較的小額の応募提案が

多かったことや、できるだけ多様な

取組事例を行う必要から、取組数を

５提案に増やしました。他方、コン

ソーシアムについてはその実施内

容を実証実験結果の検討に絞り、地

域通貨相談業務等は省略しました。 改善 

・最優秀プラン(１件)及び優秀プラン

(４件)に選定された５団体すべてが事

業に着手し、完了しました。 

（最優秀プラン） 

・我孫子市泉商店会（我孫子市）：コミ

ュニティレストラン事業 

（優秀プラン）  

・船橋市本町通り商店街振興組合（船橋

市）：ＮＰＯとの協働イベント事業 

・八千代台西口商店会（八千代市）：ビ

オトープ広場整備事業 

・佐倉市ユーカリが丘地区商店会連合会

（佐倉市）：メディアミックスによる情

報発信事業 

・中央銀座商店街振興組合（千葉市）：

ＮＰＯとの協働イベント事業 

商店街地域連

携モデル事業

〔 経 営 支 援

課〕  

・事業プラン公募（４月２６日(月)

～６月３０日(水)）：県内市町村、商

工会、商工会議所、商店街に周知し、

１２件の応募がありました。 

・第１次審査（７月２１日(水)実

施）：書面に基づき５案を選定しまし

た。 

・第２次審査（８月２３日(月)実

施）：公開プレゼンテーションを開催

し、最優秀プラン(１件)及び優秀プ

ラン(４件)を選定しました。 

・実現化支援：最優秀プラン(１件)

及び優秀プラン(４件)に選定され

た５団体について事業の実施を支

援しました。  

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

船橋駅前地区の７商店街のほか、大型

店、地元大手企業、さらにはＮＰＯ法人

等が一体となった取組を通じて、商店街

の枠を超えた相互連携の重要性を認識

するとともに、地域の一員としての商業

者の意識改革を培うことができました。

空き店舗を活

用した県産品

販売拠点づく

りと促進デー

設 置 の 研 究

〔 経 営 支 援

課〕  

・「県産品の販売拠点づくり」と「大

型店と商店街の共存・共栄」の２テ

ーマを両立させるための事業プラ

ンを検討するとともに、実験事業の

候補地として船橋市を選定しまし

た。 

・実験事業の実施に向け、関係機関

との協力体制を確立するため、県農

林振興課・農業改良課、船橋商工会

議所、商業者団体等との連絡調整会

議を５回開催しました。 

・実験事業として、県産品の販売と

演劇・ライブコンサート等を組み合

わせた地域イベント「夢市・ふなば

し２００４」（実施主体：アイラブ

ふなばし実行委員会）を３日間開催

しました。  拡大 

・３件のプロジェクトについては、地域

や社会の課題・ニーズに対応した社会的

システムづくりに貢献するものを採択

することができました。 

・３件のプロジェクトについては、実証

実験を行い、それぞれビジネスモデルを

構築することができました。一方で、そ

れらのモデルはより一層の精緻化が必

要であることもわかりました。 

・かずさ国際バイオフォーラムの実施に

より、参加企業はバイオ分野のビジネス

モデルに関する知見を深めることがで

きました。 

地域における

福祉・健康サ

ービス産業育

成事業〔経済

政策課〕  

・本事業のコーディネートを外部の

専門的知見を有する団体に委託し

ました。 

・新産業の種まきのためのビジネス

モデルを公募し、３件のプロジェク

トを採択し、助成を行いました。 

・新産業ソーイングの一環として、

海外からバイオ関係企業を招き、か

ずさ国際バイオフォーラムを実施

し、約１３０名の参加を得ました。 

改善 

経営革新や創造的な活動を行う意欲あ

る中小企業者等からの要請に応じて専

門家を派遣して、各種経営課題の改善や

解決に寄与しました。 

情報提供や相

談・専門家派

遣の充実〔経

営支援課〕  

・専門家派遣企業の選定（事業可能

性評価委員会１１回開催 ５２社

選定） 

・専門家の募集・登録・派遣（専門

家登録数：４９８人 専門家派遣日

数：５０２日）  改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

県内企業の貿易推進や海外展開による

事業拡大が図られたとともに、海外企業

等との連携も推進されました。 

国際ビジネス

支援事業〔経

済政策課〕  

・海外取引アドバイザー相談回答件

数：約７００件 

・海外企業とのビジネスマッチン

グ：全４回開催、延べ出席者約８０

社 

・中国ビジネスセミナー：全１４回

開催、延べ出席者約２００人  現状維持 

中小企業を支援するＮＰＯと県産業支

援機関との連携事業を推進するための

「取り決め事項」等を定めました。また、

ＮＰＯ６団体とのネットワークが構築

できました。 

中小・ベンチ

ャー企業支援

ＮＰＯの協働

促進〔産業振

興課〕  

中小企業支援千葉県・ＮＰＯ連携会

議を２回開催 

・第１回会議：平成１６年１０月２

１日（木） 

・第２回会議：平成１７年２月２４

日（木）  現状維持 

・１７年３月３１日号（第２８号）で、

４，９３０名（社）の方（実配信数）に

配信しました。 

・第２８号までで、募集情報：８１件、

お知らせ：６７件、研修・講習会：１９

２件の他、延べ６６０件の情報を配信し

ました。 

中小企業への

迅速な情報提

供体制の整備

〔 経 済 政 策

課〕  

毎週１回配信し、１７年３月末にお

いて第２８号を発刊しました。  

改善 
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施策２２ 国際化に対応した力強い農林水産業の展開 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕 
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
②園芸用ハウスの整備により、高品質

で安定した野菜・果樹生産体制が推進

されました。 

リース施設の整備により、高品質で

安定した野菜・果樹の生産体制が確立

されました。軟弱野菜のほうれんそう

を例にすると、園芸用のハウスを導入

することは、年間作付回数が増えるこ

とにより生産量で約２倍、商品化率も

１０％程度向上し、販売額は露地栽培

の 2.7 倍程度となり所得増大につな

がりました。 

また、予冷庫の整備により、品質保

持期間は５日（予冷しない場合は３

日）となり、コールドチェーン化に対

応した流通体制の整備が図られまし

た。 

③事業説明や養成研修会を通じて、酪

農臨時ヘルパー要員確保に対する必

要性が理解できました。 

養豚ヘルパーの意向調査を実施し

た結果、生産者の要望等が把握できま

した。説明会及び検討会を通じて、養

豚ヘルパー組織確立に向けた生産者

の意識の統一化が図られましたが、疾

病等に対する衛生対策のハードルが

高く、具体的な対応方法の決定には至

りませんでした。 

④兼業農家のみならず、農業に関心の

ある一般住民等も農業労働力として

活用することにより、受入れ農家等の

労働力不足を補い、ゆとりある農業経

営の確立が図られました。 

元気な経営

体の活動に

対する応援

〔農業改良

課、生産振

興課、畜産

課〕 

①経営構造対策事業 

・ＪＡ長生野菜集出荷施設の選果ライン

の機能向上（一宮町）、鉄骨ハウス７棟の

整備（白子町） 

・乾燥調整貯蔵施設の整備（睦沢町） 

・ガラス温室の整備（君津市）、野菜集出

荷施設の整備（海上町） 

・合意形成事業の実施（白井市、印西市、

芝山町、大網白里町） 

②経営体育成支援リース事業 

８地区（野田市、船橋市、成田市、八

街市、富里市、白子町、館山市、木更津

市）で事業を実施しました。 

・リース用ハウスの整備（鉄骨ハウス

8,821 ㎡、パイプハウス 23,874 ㎡） 

・リース用予冷庫の整備 １２台 

③いきいき畜産支援事業 

・酪農臨時ヘルパー確保対策事業説明会

１回 

・養成研修会６回、実務研修会６回開催

（酪農ヘルパー利用組合） 

・養豚ヘルパーの意向調査を実施、養豚

ヘルパー地区説明会及び検討会を各１０

回開催。 

④農業ヘルパー制度推進事業 

２年継続事業のため、１５年度に採択

した２地区について引き続き事業を実施

しました。 

・受け入れ農家（２地区調査数 138 戸）

台帳の閲覧 

・ヘルパー希望者に対する技術習得研修

会の開催等   

１６年度に新規採択予定の２地区につ

いては、候補地区はありましたが採択に

は至りませんでした。 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

元気な経営

体を育成す

るための支

援〔農業改

良課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営体育成普及活動事業 

①個別経営体育成支援 

(経営改善協議会等 23 回、研修会等 109

回、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等 693 回、重点支援 217 経

営体) 

②集落営農組織育成支援 

(支援検討会 13 回、意向調査 402 戸、集

落座談会 16 回、先進地調査 11 回) 

２ グレードアップ産地育成普及活動推

進事業 

県内の各農林振興センター振興普及部

（１０箇所）の管内２０地区で、産地計

画や実績検討会の開催、産地育成研修会、

産地・販売調査の実施、啓発資料の作成、

現地調査ほの設置を実施により、産地育

成を図りました。 

３ 担い手育成総合対策事業 

①担い手育成推進対策   

関係機関等による担い手育成推進協議

会を開催し、地域の担い手育成の課題や

対策を検討。（県内１０地区で実施）  

②就農啓発対策  

高校等と連携し就農促進講座、就農相

談会を実施。（県内１０地区で実施）  

③経営者能力向上対策 

農業経営体育成セミナー（県内１０地

区で実施） 

いきいき農業実践セミナー（県内５地

区で実施） 

④担い手活動推進対策 

農業士等活動推進（県内１０地区及び

県全体で実施） 

青少年団体リーダー養成（県内８地区

及び県全体で実施） 

農業者グループ活動促進（県内６地区

及び県全体で実施）    

４ 女性起業活動フォローアップ事業 

 

１ 経営体育成普及活動事業 

研修会の開催により経営管理能力

の向上が図られました。（参加人数 

４，４０１人） 

 重点支援による経営改善が図られ

ました。（目標達成率 80％以上経営対

数 ２１７経営体） 

 集落の問題点が集落分析・意向調査

等により明確になり、また座談会等に

より集落住民に浸透しました。 

２ グレードアップ産地育成普及活

動推進事業  
 完了年度を待たず、１０地区の産地

で育成目標を達成しました。 

３ 担い手育成総合対策事業 

 就農促進講座には、県内１０地区で

約１７０名の参加者があり、就農啓発

の推進が図られました。農業経営体育

成セミナーには、県内１０地区で約 

２８０名の受講生があり、就農直後の

青年農業者の経営者能力向上が図ら

れました。 

農業士２５名、指導農業士１９名が

新たに認証され、認証者数の累計は、

農業士１０１６名、指導農業士５６０

名となりました。 

千葉県青年農業者会議を開催し、青

年農業者１１５名を含む１５９名が

参加して、青少年団体等のリーダー養

成を図りました。千葉県農業者活動交

換大会を開催し、農業者１１５名を含

む１８９名が参加して、農業者グルー

プの活動促進を図りました。 

４ 女性起業活動フォローアップ事

業【再掲】 

 地域の農林産物を原材料として活

用することをコンセプトとして、地域

の伝統食の掘り起こし、ふきの粕漬け
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

の試作、大豆生産とみそ加工等や新た

な特産加工品の開発が始まりました。

 

 

【再掲】 

農産物加工施設、加工用機械器具の設

置（大多喜町） 現状維持 

１ 環境保全型農林業技術開発研究事

業 

・水稲部門：県内水田の有機物施用の

実態と問題点を把握しました。無農薬

除草技術の検討、新品種を育成中で

す。 

・野菜部門：スイカ、ネギ、キャベツ

等において減肥料栽培技術試験を実

施しました。また、トマト、キュウリ

栽培において減農薬技術試験を実施

したことにより、栽培法の普及が期待

されます。 

・果樹部門：ニホンナシにおいて、性

フェロモン剤による害虫防除試験、気

象データを活用した防除適期試験を

実施し、今後の普及が期待されます。

２ 新品種育成強化促進事業 

サトイモ良品多収品種「千葉１号」

及び水稲早生良食味品種「千葉 28 号」

を育成し、国に登録申請を行いまし

た。トマト、イチゴも優良系統を選抜

し特性検定及び現地適応試験に着手

しました。病害抵抗性の簡易検定法や

DNAマーカーを利用したツマグロヨコ

バイ抵抗性の検定法の実用化など育

種手法の開発が行われ、今後の普及が

期待されます。 

経営体の技

を向上させ

る研究開発

〔農業改良

課〕 

１ 環境保全型農林業技術開発研究事業 

・水稲部門：有機物施用による施肥技術、

減農薬防除技術、低投入稲作に対応した

新種の開発等を行いました。 

・野菜部門：減肥料・減農薬栽培技術、

効率的施肥法、環境負荷軽減効果の評価

などについて試験を行いました。 

・果樹部門：減肥料・減農薬栽培技術と

その実証試験を行いました。 

２ 新品種育成強化促進事業 

①カンショ：突然変異個体や交雑実生か

ら、１次選抜を実施しました。 

②サトイモ：形状が丸く、病気に強い良

食味、多収品種「千葉１号」を育成しま

した。 

③トマト：高色素で病気に強く、良食味

系統の特性検定、現地適応性試験を実施

しました。 

④イチゴ：果実が大きく、良食味て病気

に強い２系統を選抜しました。 

⑤シクラメン：良い香りのする系統を選

抜し、固定化を進めました。 

⑥水稲：早期栽培に適した良質・良食味

の品種「千葉 28 号」を育成しました。 

⑦ビワ：大果で食味の優れた種あり・種

無し品種の選抜を実施しました。 

 

現状維持 

次代の漁業

経営確立の

ための支援

〔水産課〕 

 

 

１ 東京湾漁業総合対策事業  
海難事故の多発する東京湾の操業安全

対策を講じました。  
・海底障害物除去：計８回、標識灯の設

置：計３８基  
 

１  海底障害物の除去及び標識灯の設
置により、操業安全の確保と漁場保

全が図られました。 

２ 乾のり検査の公正と信頼が確保さ

れ、千葉ノリの品質向上が図られま

した。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

３ 地域水産物をさまざまな形で PR

することにより、千葉のさかなの知

名度が高まりました。 

４ 漁業従事者及び経営体の活動を支

援することにより、次代の漁業経営

の育成に繋がりました。 

５ 水産業改良普及職員による活動に

より、資源管理や水産物鮮度保持技

術の普及啓発、経済活動グループや

漁村女性グループの組織化や販売

促進が図られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 千葉のりブランド推進事業  
乾のり検査の公正と信頼を確保し、品

質向上を図るため、県漁連が行う乾のり

検査に対して助成しました。  
・乾のり検査枚数  406,992 千枚 

３ 水産物産地流通機能強化事業  
地域ごとに特色ある地域水産物のブラ

ンド化及び付加価値の向上を図りまし

た。  
・千産千消推進冊子の作成・配布：２万

部、都市部・地元イベントへの出展：

７回 

４ 漁業の担い手育成支援事業  
 次代の漁業を担う人材・グループ及び

経営感覚の優れた漁業経営体を育成しま

した。  
ア 人材及びグループの育成 

・漁業士認定式：１回、水産業青壮年女

性活動実績発表大会：１回 

・青年漁業士５名、女性漁業士３名を認

定し、漁業士は青年３０名、指導２６

名、女性９名の合計６５名となった。

・「知事と語ろう！明日の漁業」の開催：

２回 

・水産業表彰式：１回 

イ 漁業経営管理能力の向上支援 

・漁業経営指導協議会：３回、巡回指導：

２２回、営漁簿記帳講習会：３回 

５ 水産業改良普及事業  
 水産業改良普及職員と漁業リーダーが

連携し、漁業技術の普及や改良に努めま

した。  
ア 改良普及職員の指導力向上研修：５

回 

イ 青少年水産教室の開催：漁業士１５

名を７教室に派遣 

ウ 新技術定着試験の実施：３課題 

エ 中核的漁業者協業体を２組組織化

し、１組を認定した。 現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ 活き活きふさの田んぼ支援事業 

・７５０ha の転作団地で麦・大豆の

集団転作が行われましたが、このうち

麦の団地について国の定める基準ま

で品質が向上したのは４４２ha 中 

２６ha の６％に留まりました。 

・千産千消や実需者・消費者との連携

強化を促進する取り組みを２２地域

で実施したことにより、ひまわり等の

景観作物、枝豆等の転作作物の直売な

どによる都市農村交流活動を通し、都

市住民の食と農業・農村への理解を深

めることに寄与しました。 

２ 集落型経営体の成立要因の解析 

・不作付け水田が発生するメカニズム

のパターンを明らかにするとともに、

米の販売チャネルの類型化を行いま

した。この結果は、次年度以降に実施

する全般的な農業構造分析を行う上

での重要な指標となります。 

地域ごとに

特色のある

水田農業ビ

ジョンの実

行〔生産振

興課 

農業改良

課〕 

１ 活き活きふさの田んぼ支援事業 

①地域共生型水田営農モデル事業 

・千産千消に取り組むモデル地区の育成

については、７地区を実施しました。 

②土地利用型農業ステップアップ事業 

・大規模転作団地への助成は、７５０ha

を実施しました。 

③ふれあい水田促進事業 

・水田を活用した実需者、消費者との連

携を促進する事業については、１５地区

を実施しました。 

２ 集落型経営体の成立要因の解析 

・20 市町村、700 戸の水田農家を対象と

して意向調査を実施しました。 

現状維持 

多 様 な 産

地、住みよ

い農村づく

りのための

支援〔農村

整備課、生

産振興課、

水産課、漁

業資源課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一般農道整備事業   ３地区 

トンネル工 N=1 ケ所  路盤工 L=0.3 ㎞

２ 田園居住空間整備事業  ２地区 

  集落道 L=0.7 ㎞ 農村交流施設 1 棟

３ 県営中山間地域総合整備事業 4 地区

  ほ場整備 A=8.3ha  農道 L=1.1 ㎞

集落道 L=1.1 ㎞ 活性化施設等１式

４ むらづくり総合整備事業 １地区 

    集落排水処理施設 1 棟  管路工

L=4.5 ㎞  緑化施設整備 1 式 

５ 先進的園芸農産産地づくり事業 

  園芸産地 ９地区   種子、米、

麦・大豆、特産産地 ６地区   

６ 水産物品質衛生管理向上対策事業 

  水産加工場 10 工場の工程毎の衛生

調査・指導を行いました。 

７ 漁場環境の保全事業 

１，２，３，４ 

農業生産基盤と農村環境基盤の

整備により、農業生産の維持・向上

とともに農村の生活環境の改善が

図られました。 

集会や各種住民活動等に利活用

する農村交流施設が整備され、地域

の活性化が図られました。 

６ 水産加工場の衛生調査・指導を行

い、約半数の工場で改善が図られま

した。 

７ 根掛り廃棄物の除去の実施によ

り、漁場環境の改善と安全操業がで

きるようになりました。 

 油吸着材の配備により、油濁緊急

時における対応の態勢が整ってき

ています。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

  ノリ漁場の監視により、６件の油

濁を発見しノリ漁場の被害防止が

できました。 

８ 生産性に差が出たものの、ホンモ

ロコの養殖技術が開発されました。

ナマズ種苗を供給したことによ

り、安定したナマズ養殖が可能とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   根掛り廃棄物除去を富浦町地先にて

１１，６００㎡実施しました。 

  油吸着材を３漁協に計１１箱配備し

ました。 

  船舶によるノリ漁場監視を１１７日

間実施しました。 

  飛行機によるノリ漁場監視も２０日

間実施しました。 

８ 内水面地域特産品づくり推進事業 

①内水面特産品養殖技術開発事業 

 君津市（500 ㎡）と市原市（250 ㎡）

の休耕田に、それぞれ 14 万粒の受精卵を

収容、200 日間飼育して、ホンモロコ 70kg

が生産され、40kg の加工品を製造し、里

山フォーラムにて試食販売を行いまし

た。 

②ナマズ種苗供給事業 

ナマズ種苗 5,500 尾を生産し、8 養殖業

者に有償で配布しました。 改善 

都市住民が

何度でも来

たくなる農

山漁村づく

り〔安全農

業推進課、 

水産課〕 

 

 

 

 

１ グリーン・ブルーツーリズム in 房総

体験事業 

①房総体験大使 

房総体験大使を１９８名に委嘱し、計

７台のバスを運行しました。 

②農山漁村の魅力アップ 

房総の魅力アップツアーを１回実施し

ました。 

２ 広域グリーン・ブルーツーリズムモ

デル事業 

上総・九十九里・夷隅エリアにおいて、

地域資源の再発見とネットワーク化、体

験プログラムの開発、モデルコースの作

成、モデルツアーの実施等を実施しまし

た。 

３ 都市農村交流整備事業 

体験農園用休憩施設（海上町）、農産物

直売所の増改築（長柄町）、農産物直売所

（君津市）を整備しました。 

１ グリーン・ブルーツーリズム in

房総体験事業 

・房総体験大使として委嘱された者

が、自らが所属する団体でツアーを組

み、グリーン・ブルーツーリズムを体

験させる事例がいくつも見られまし

た。 

・マスコミを対象とした「房総の魅力

アップツアー」においては、ツアーの

内容が新聞掲載され、房総の魅力の広

報が図れました。 

２ 広域グリーン・ブルーツーリズム

モデル事業 

・地域の核となるモデル事業団体が育

ち、広域での受け入れ態勢の整備が図

れました。 

３ 都市農村交流整備事業 

・農産物直売所や体験農園関連施設等

を整備することにより、都市と農村と
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

の交流が図られました。 

４ 都市農村交流対策事業 

①県推進事業 

・グリーン・ブルーツーリズムの担い

手やインストラクター９人を養成し、

本県を訪れる方々にアドバイスを行

うための受け入れ態勢の整備が図ら

れました。 

・モデル事業実施地域（上総・九十九

里エリア）に対し、サポートチームに

よるアドバイスを実施し、地域の核と

なるモデル事業団体が育つなど、本県

グリーン・ブルーツーリズムの推進が

図られました。 

②市町村事業 

・地域連携システム整備事業を和田町

で実施し、地域資源の再発見・都市と

農村の交流等が図られました。 

・子どもたちの農業・農村体験活動を

干潟町が実施し、都市児童と地元児童

の交流が図られました。 

５ 旬の農林水産物を発信 

・都市部イベントに参加し、千葉県産

農林水産物等の販売、農林漁業体験メ

ニューや直売所施設等の情報を掲載

したパンフレットの配布を実施し、都

市部住民へ広く紹介することができ

ました。 

・各地域の漁業体験の取組と連携した

ことにより、それぞれの参加者に他の

取組を広く紹介でき、漁村への来訪が

促進されました。 

 

４ 都市農村交流対策事業 

①県推進事業 

・千葉県グリーン・ブルーツーリズム担

い手養成塾（インストラクター等）を開

催しました。 

・サポートチームによるモデル事業実施

地域の現地調査を実施しました。 

②市町村事業 

・地域連携システム整備事業を和田町で

実施しました。 

・子どもたちの農業・農村体験活動を干

潟町で実施しました。 

５ 旬の農林水産物を発信  
・都市部イベントに８回（延べ 11 日）参
加しました。 

・パンフレット（グリーン・ブルーツー

リズム in わくわくガイド 10,000 部）、の

ぼり（新鮮丸ごと千葉のさかな 250 本）

の作成 

・スタンプラリーの実施、スタンプ帳（１

２，０００部）、ポスター（２００部）の

作成 

 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ 構造改革特区（再掲） 

農業の構造改革特区制度を活用し

た民間企業や NPO 法人等の農業への

参入の促進により、農業の担い手確保

や遊休農地の有効活用が図られまし

た。 

２ 遊休農地解消総合対策事業 

 大網白里町で約６０aの市民農園が

開設されるなど、遊休農地の発生防

止・解消につながる市民農園が５箇

所、約３．９ｈａ増加しました。 

３ 中山間地域等直接支払交付金事

業 

 制度に取り組んだ農地では、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。 

さらに、一部の集落では制度への取

り組みを契機に農業施設の共同利用、

農作業の共同化等、持続的な農業生産

活動が展開したり、集落内での話し合

いが活発化する等、集落機能の活性化

にも寄与しています。 

遊休農地を

遊ばせない

方策〔安全

農業推進課 

農業改良課 

農林水産政

策課〕 

１ 構造改革特区（再掲）  

有機農業推進特区２地区、ＮＰＯ活動

推進特区１地区の３地区が認定されまし

た。 

２ 遊休農地解消総合対策事業 

・千葉県農業経営基盤強化促進大会開催

担い手施策の推進に関する市町村説明会

開催 

・経営基盤強化推進意見交換会（５市町）

・市町村農業経営改善支援センター現地

検討会（５市町） 

３ 中山間地域等直接支払交付金事業 

実施市町村 ：館山市等１８市町村 

協定数 ：１８４協定 

 支払農地面積：１，１３３ｈａ 

 支払金額：１７１百万円 

現状維持 

農林業未利用資源のリサイクルを

推進するために、牛ふん堆肥及び牛ふ

ん炭化物等の再資源化技術及び肥料

利用技術を開発しました。また、ナシ

の剪定枝及びスギの木質廃棄物等を

早期に分解できる微生物に係る特許

の取得に着手しました。さらに、農林

地の維持管理技術及び持続的維持生

産システムの確立を目指して、現地試

験に着手しました。 

アオサを微細化し、アサリ稚貝の餌

料として活用するマリンサイレージ

化試験については、期待していた摂餌

行動等が出現せず、成長率、生残率と

も低く、アオサの餌料としての利活用

効果が見込めないことが判明しまし

た。 

資源循環型

農林水産業

の推進〔農

業改良課 

漁 業 資 源

課〕 

①牛ふん堆肥を施用してニンジン栽培試

験を実施し、生育及び収量を明らかにし

ました。 

②砂質土における牛ふん炭化物の肥料効

果を明らかにしました。 

③家畜ふん尿等の炭化物を敷料として利

用する現地試験を行いました。 

④木質廃棄物を早期に分解できる微生物

に係る特許の取得に着手しました。 

⑤水産研究センターが酵素分解技術を用

いてアオサを微細分化し、アサリ稚貝の

初期飼料としての有効性の試験を行いま

した。 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

１ 新規の利用権設定、農作業受委託

により農業経営の合理化が図られ、

地域の水田の効率的な利用が図ら

れました。 

２ 農地保有合理化事業により農地

の集団化ができました。（７箇所を

４箇所に集約化） 

３ 平成１６年度末に、認定農業者が

198 経営体増加し、3,846 経営体（う

ち法人 281）となりました。 

東庄町の集落営農組織、新宿営農

組合が特定農業法人になりました。

平成１５年１１月から平成１６

年１０月までに、農業法人が２１法

人増加しました 

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

〔農業改良

課、農地課〕 

１ 千葉県地域経営体農地集積事業 

２件 利用権設定 5.1ha（松尾町）、

農作業受委託 8.0ha（長生村） 

２ 農地保有合理化事業 

①農地売買等事業  

農地の買い入れを 10 件、3.7ha 実施し

ました。また、農地の売り渡しを 15 件、

4.8ha 実施しました。 

②農作業受委託促進特別事業 

資金の貸し付けを１件、1.3ha 実施し

ました。 

３ 農業経営基盤強化促進対策事業 

農業経営基盤強化地域会議を 8 回開

催し、290 名が参加しました。 

農業経営基盤強化市町村巡回研修会

を 10 回開催し、112 名が参加しました。

千葉県農業経営基盤強化促進大会を

開催し、700 名が参加しました。 

４ 計画的な農用地の利用促進 

農業振興地域制度事務担当者研修会

を５回実施し、126 名が参加しました。 現状維持 

・水田１３１．３ｈａのほ場整備を実

施したことにより、大・中型の機械の

導入が可能となり、省力化・労働生産

性の向上が図られ、反収の増加、安定

生産など農業生産の増大に大きく寄

与しました。  
・生態系に配慮した排水路を２８３ｍ

実施し、環境保全に努めました。 

・８回開催した「田んぼの学校」には、

子どもたちや一般市民２２６名の参

加があり、農業や自然環境の大切さを

啓発できました。 

低経費・効

率化を追求

する生産基

盤 の 整 備

〔耕地課〕 

・広域農業基盤緊急整備促進事業 

 ５地区 区画整理Ａ＝８３ｈａ  
・経営体育成基盤整備事業（新規）  

１地区 境界測量一式  
・環境･生態系保全型基盤整備事業  

 ２地区 区画整理Ａ＝４８．３ｈａ
 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・かんがい排水事業においては、農業

用用排水施設の整備を行い、農地の高

度化、水利用の安定と合理化を図ると

ともに、大雨に対する排水効果も向上

することができました。 

・畑地帯総合整備事業の排水整備によ

り、平成１６年１０月の台風による北

総台地の野菜の湛水被害を軽減する

ことができました。 

・効率的な予算配分により、かんがい

排水整備事業実施１８地区の内７地

区（受益面積 3,010ha）、畑地帯総合

整備事業実施８地区の内５地区（受益

面積 976ha）、地域用水環境整備事業

実施３地区全てを完了させることが

でき、効果の発現を図ることができま

した。 

・国営造成施設管体制整備事業におい

て、農業水利施設の有する多面的機能

（農業外効果）について地域住民等に

対する啓発活動の結果、管理主体と関

係市町村間で「土地改良施設維持管理

に関する協定書」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。 

・農業水利施設保全対策事業について

は、施設の現況調査及び機能診断施を

実施して、その結果に基づき対策工事

を実施した結果、長寿命化が図られま

した。 

地域の実情

に応じた農

業用水の安

定供給と排

水整備〔耕

地課〕 

・かんがい排水事業    １８地区 

排水護岸Ｌ＝２．８ｋｍ 用水路Ｌ＝

３．８ｋｍ 

・地域用水環境整備事業   ３地区 

遊歩道、野鳥観察デッキ等 一式 

・畑地帯総合整備事業     ８地区 

用水路Ｌ＝３．９ｋｍ、排水路Ａ＝   

１０ha 付帯工一式 

・国営造成施設管理体制整備促進事業 

６地区 管理体制の整備 

・農業水利施設保全対策事業     

２地区 施設補修 

改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

未来に向か

って資源を

守り育てる

漁業の推進

〔水産課 

漁業資源課 

漁港課〕 

１ 種苗の生産放流 

  資源の維持増大を図るため、種苗の生

産・育成・放流を行いました。 

①アワビ：160.8 万個の放流及び、アワ

ビ資源の増大に向けた良好な産卵場の造

成 

②マダイ・ヒラメ：マダイ 100.8 万尾、

ヒラメ 66.5 万尾の放流及び、種苗生産を

安定化させるため、栽培漁業センターの

給水施設を改修 

③クルマエビ： 641 万尾の放流 

④チョウセンハマグリ：1，300kg の種苗

放流 

⑤アサリ：アサリ種苗の安定供給を目指

して技術開発試験を実施 

⑥ウナギ・アユ等：ウナギ等 

19，537kg・アユ 27 万 6 千尾・ワカサ

ギ 1 億 6 千万粒種苗放流 

種苗生産用アユ親魚 4.5 千尾を養成

（採卵量 15 百万粒） 

２ 資源管理型漁業の推進 

多元的な資源管理型漁業推進事業、九

十九里地域広域的貝類資源管理推進事業

及び、資源回復計画作成推進事業で、次

の内容に取り組みました。 

①資源管理型漁業促進協議会の開催（１

回） 

②漁業者検討会等の開催（１４回） 

③資源管理の基礎調査の実施（３魚種：

マコガレイ、マアナゴ、砂浜性貝類） 

３ 東京湾漁業の経営安定対策 

 東京湾漁業の活性化を図るため，漁協

が実施する施設整備等に対して助成しま

した。 

・冷凍施設：１式、乾のり成分測定器：

２式、のり加工・活魚出荷用海水施設：

１式ほか 

 

１ 漁業者の積極的な参画のもとに種

苗放流が実施されつくり育てる漁

業の推進が図られました。 

２ 魚種ごとのきめ細かい調査及び関

係漁業者間の検討を通じて資源管

理型漁業が実践されました。 

３ 東京湾の漁業特性を踏まえた施設

等の整備により、東京湾漁業の活性

化が図られました。 

４ 東京湾で発生する貧酸素素水塊の

分布推定図を作成し漁業者に提供

できるようになりました。 

５ 高性能な漁業調査船の建造に着手

し、平成 17 年 9 月から漁場調査体

制の充実が期待されます。 

６ おさかな生産流通施設の整備によ

り、水産物流通の合理化が図られま

した。 

７ 海域特性に応じた計画的な漁場整

備により、水産資源の持続的利用が

図られました。 

８ のり養殖種苗の安定確保とのり育

苗技術の向上により、のり養殖業の

高度化が図られました。 

９ 漁港整備事業計画に基づき、安全

で使いやすく多面的機能を果たす

漁港・漁村を整備しました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

４ 東京湾漁場探査支援事業 

 貧酸素水塊分布推定図作成システムを

開発しました。 

 対象範囲：東京湾全域 

 入力条件：気象情報、海況情報、河川

流量、湾口潮位等 

５ 漁海況調査体制整備事業 

 平成１６年度，１７年度の２カ年間で

代船建造（船名：ふさみ丸）を行ってい

ます。 

 代船の規模 総トン数６１トン（鋼

製），全長３０．５ｍ，幅５．３ｍ，

深さ２．４ｍ 

６ 産地市場の集約と衛生管理 

 産地市場を開設運営する漁協が行う施

設整備に対して助成しました。 

活魚輸送用２トントラック：１台、 

鮮魚輸送用２ｔトラック：１台 

 海水浄化施設：１式 

７ 海域環境に配慮した漁場の整備事業

 水産資源の持続的利用に資するため、

漁場及び増殖場を造成しました。 

①広域漁場整備事業（外房・内房圏域）

魚礁設置 １４，０９８空ｍ３   

②漁港漁場機能高度化事業（外房圏域）

増殖場造成 ３，８３１㎡      

③広域漁港整備事業          

魚礁設置  １，２０９空ｍ３   

８ のり養殖業高度安定化対策事業 

 安定したのり養殖業を実現するため、

のり養殖技術の向上を図りました。 

①のり種苗培養施設整備事業 

良質な種苗を確保するため、のり種苗

培養施設を改修 

②のり養殖育苗管理マニュアルの作成 

９ 安全で使いやすい漁港整備の推進 

①水産物供給基盤整備：広域漁港整備事

業 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕 

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 

（銚子漁港ほか 東防波堤；158.8ｍ、第

２東突堤；40ｍ、護岸改良；70ｍ、 

泊地；13,240ｍ２ 等） 

②漁港漁村環境の整備：再掲 

・海岸環境整備事業 （乙浜漁港海岸 緑

地広場；一式､勝山漁港 緩傾斜護岸；42

ｍ） 

・漁村コミュニティ基盤整備事業 （伊

戸漁港；トイレ１棟） 拡大 
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施策２３ 成田空港とアクセス整備及び国際空港都市づくり 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

（成田国際空港（株）の用地交渉の進

展を見守るも、具体的な協力要請等は

ありませんでした。） 

 

成田空港の平

行滑走路整備

の促進  
〔空港地域振

興課〕  

 

現状維持  
重複して騒音の影響を受ける騒防

法に基づき指定されたＡ・平行両滑走

路に係る第１種区域に挟まれた地域

（谷間地域）の住宅に対して、関係市

町が住宅防音工事の助成を行った場

合、その経費の一部を当該市町に補助

しました。 

また、住宅防音工事の再助成・住宅

防音工事に伴う借入金に関する利子

補給・防音住宅における空調機器更新

の助成・共同利用施設の整備への助成

等を行いました。 

航空機騒音対

策の推進  
〔空港地域振

興課〕  

共同利用施設整備事業補助１０市町村

等 

通勤農業補完事業補助 ０件 

全室防音改築工事資金利子補給 １件 

住宅防音工事事業補助 ９８件 

防音住宅空調機器更新事業補助  

２４８台

住宅再防音工事事業補助 ８件 

 

現状維持  
環境影響評価現地調査を平成１６

年８月まで実施し、その調査結果に基

づき、環境影響評価準備書を作成し、

同年１２月１日にその旨を公告し、同

日から平成１７年１月４日まで縦覧

に供しました。また、工事着手に向け

て、鉄道施設の基本設計等の基礎調査

を実施しました。 

成田新高速鉄

道の整備促進  
〔交通計画課  
都市計画課〕  

・環境影響評価現地調査の実施及び準

備書の公告・縦覧（事業主体：成田高

速鉄道アクセス㈱） 

・基礎調査の実施（事業主体：同） 

 

 

 

 

 拡大  
国内線充実の

促進  
〔空港地域振

興課、観光課〕 

①修学旅行誘致については、ターゲッ

トとしている中部・近畿・東北の２０

社の旅行業者・３３校の中学校に対し

てのセールス活動を実施するととも

に、旅フェア開催地である名古屋で体

験活動紹介を含む修学旅行誘致説明会

を実施しました。 

②北海道プロモーションについては、

８月３１日、９月１日の両日に北海道

①修学旅行誘致については、観光キャ

ラバン隊によるセールス活動により、

修学旅行の仮予約の件数が増加しま

した。 

②北海道プロモーションについては、

冬期間中のゴルフ商品を中心に１１

の新規商品が造成されました。 

また、1 月に実施した札幌市内での

観光プロモーションでは、ＮＨＫを含
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

む３局に生出演し、５つの番組で取り

上げられました。 

 
 
 

内の２０団体に対して「観光説明会」

「観光商談会」「訪問説明」を実施し、

避寒の千葉をＰＲしました。また、併

せて北海道のテレビ局を訪問し、冬の

イベント開催時の生出演、取材の依頼

を行いました。 改善  

圏央道の都市計画決定に向けた環

境影響評価に係る四季調査を実施し、

ルートの検討を行いました。 

北千葉道路の平成１７年度事業化及

び建設事務所の設置が確定し、環境影

響評価について、準備書の縦覧など手

続きが進展するとともに、平成１７年

１２月の都市計画決定に向け原案説

明会など手続きを進めています。 

 国道４０９号の用地買収を実施し、

一部工事に着手しました。 

主要地方道成田小見川鹿島港線及

び主要地方道成田松尾線の用地買収

を実施しました。 

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〔道路計画

課、都市計画

課〕  

・首都圏中央連絡自動車道（大栄～横

芝間）・北千葉道路及び関連道路の事業

化に向けた調査等の促進 

・国道４０９号、主要地方道成田小見

川鹿島港線、主要地方道成田松尾線の

整備推進 

拡大  
・平成１６年度までに県内に立地した

企業は３７社になりました。（年度中

は保税蔵置場 7 社立地） 

・千葉県企業立地の促進に関する条例

及び基本方針の制定、立地企業補助金

の拡充など企業誘致施策体系を整備

しました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際空港特区

を活用した物

流関連企業の

立 地 の 促 進

〔空港地域振

興課、企業立

地課〕  

・千葉県内へ企業を誘致するため、バ

イオ、環境、物流、外資等の新規成長

分野を中心に新規企業４３８社を訪問

しました。 

・千葉県に進出済みの企業へのフォロ

ーのため１５２社を個別訪問し、寄せ

られた要望等にできる限りお答えする

よう努めました。 

・国際物流総合展 2004 にまちづくり公

社とともに出展し、物流関係企業への

ＰＲに努めました。 

・インターネットを活用し用地情報を

提供し、遊休地情報の提供に努めまし

た。 

・千葉県企業誘致推進連絡協議会誘致

活動・情報部会を２回、地域連携部会

６回開催し、情報を共有し、官民一体

となった誘致活動に努めました。 拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

（成田国際物流複合基地） 

・４．６万㎥の建設発生土の受け入れ

による造成工事費の縮減を図りまし

た。 

（空港南部工業団地Ａ地区）  
・西側（３区画）、東側（１区画） 

10.3ｈａの造成工事及び調整池工事

が完了しました。 

・西側の２区画の予約分譲契約を締結

しました。  

国際物流機能

集積のための

基盤整備〔建

設課〕  

（成田国際物流複合基地） 

・５万㎥の建設発生土の受け入れによ

る造成工事 

（空港南部工業団地Ａ地区）  
・西側、東側の造成工事及び調整池工

事等 

現状維持  
成田空港利用者や空港関係者など

からの情報収集及びモニターツアー

の実施により成田空港を利用する外

国人観光客に関するデーターが得ら

れました。  
国土交通省が主催するキャンペー

ン「YOKOSO！  JAPAN WEEKS」
を連携し、テレビ５局、新聞５社に照

会されるなど、成田空港周辺観光のＰ

Ｒに貢献しました。 

外国人が観光

しやすい環境

の整備〔観光

課、文化財課〕 

・成田国際観光モデル地区ウェルカム

カード付観光マップ 50,000 万部作成、

配布 

・外国人受入体制整備研究会（１回実

施） 

・成田国際観光モデル地区ボランティ

アガイド研修会（１回実施） 

・成田国際観光モデル地区ボランティ

アガイド交流会（１回実施） 

・成田国際観光モデル地区インバウン

ドツアー（１回実施） 

・成田空港利用者アンケート調査（成

田空港 8/7～11、ﾎﾃﾙ 8/2～10、ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞ

ｽ 10/18～24） 

・成田空港周辺観光モニターツアーの

実施（2/1～28） 改善  

・韓国、台湾において、旅行ツアーが

造成されました。 

・韓国の一般紙、雑誌、台湾の雑誌に

本県観光について記事掲載されまし

た。 

 

 
 
 

外国人観光客

の 誘 致 促 進

〔観光課〕  

・韓国国際観光展（ＫＯＴＦＡ）出展

（6/3～6） 

・台湾国際観光展（ＩＴＦ）出展（11/18

～21） 

・成田国際観光モデル地区インバウン

ドツアー(韓国)（11/4～6） 

・海外エージェント対象インバウンド

ツアー(台湾) （11/28～12/2） 

・海外雑誌等へのパブリシティ（台湾）

（1/19～23、2/19～23） 拡大  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

① 小学校に「英語科」を設置し、 

２０分授業を週４回実施するなど、

授業時間の確保ができ、児童の英語

に対する興味関心を高め、英語活動

に積極的に取り組むことができま

した。 

② SELHi運営指導委員会やバイリン

ガル教育研究会の各委員から専門

的な見地から指導助言を受け、小・

中一貫したカリキュラムの編成が

できました。 

③中・高の接続については、今後の継

続した取り組みが求められます。 

 
 
 
 

英語教育に関

する研究開発

（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

〔指導課〕  

① 成田市教委を支援して、小学校３校

に新たに「英語科」を設置すること

ができました。また、中学校１校に

英語授業を１時間増置できました。

（特区の活用） 

② SELHi 研究の指導・助言・評価を行

う SELHi 運営指導委員会を３回実

施しました。 

③ 英語教育のあり方等について研究

協議を行うバイリンガル教育研究

会を３回実施しました。 

④ CIEP 事業を促進するためにバイリ

ンガル教育講演会を２回実施しま

した。（参加者：各約 100 名） 

⑤ GEL 及び SELHi の研究発表会を各１

回ずつ実施しました。 

バイリンガル教育研究会報告書の

まとめを行っています。 拡大  
森林整備や桜の植栽及び里山の整

備・活用を推進したことにより、空港

周辺の自然景観の向上を図ることが

できました。 

 
 
 
 
 

里山整備と植

栽の推進〔み

どり推進課〕  

・里山保全整備活用事業により、里山

活動団体による森林等里山の整備が実

施されました。 

・造林事業及びサンブスギ溝腐病被害

木の伐倒駆除により、森林の整備が推

進されました。 

・マツ林の保全を図るため、松くい虫

防除事業を１７４ha 実施しました。 

・成田空港周辺に５７９本の桜を植栽

しました。 現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

「多機能型農業公園」と内容が類似

し、かつ地域活性化が期待できる「（仮

称）グリーンポート エコ・アグリパ

ーク」を成田国際空港株式会社が整備

することとなったことから、多機能型

農業公園整備事業を取りやめること

としました。 

県の事業として地域活性化のため

の施設はできませんでしたが、今まで

行ってきた調査結果を成田国際空港

株式会社の計画に生かすことができ

ました。 

多機能型農業

公 園 の 整 備

〔農林水産政

策課〕  

検討のみ 

 

 

 

 

休止・廃止  
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施策２４「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 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

関係機関の調整を行った結果、鉄

道の建設工事、開業準備及び駅前

広場・上下水道等沿線整備が着実

に進み、平成 17 年８月 24 日に開

業されることとなりました。 

つ く ば エ ク ス

プ レ ス の 整 備

促進〔交通計画

課〕  

・関係機関の調整のための会議の開催（開

催回数 20 回） 

・レールウォークの実施（参加者数

1,771 名） 

・沿線住民視察会の実施（参加者数 37

名）  現状維持  
１：運動公園周辺地区－建物移転

補償６件、埋蔵文化財調査０．

３ｈａ、都市計画道路造成築造

工事７５０ｍ、宅地造成工事、

駅前広場工事６ｈａ 

２：柏北部中央地区－建物移転補

償３件、埋蔵文化財調査２．６

ｈa、都市計画道路造成築造工事
等２，６１０ｍ、宅地造成工事、

駅前広場工事１０．３ｈa 
３：木地区－物件移転補償５件、 

宅地造成工事 

 

つ く ば エ ク ス

プ レ ス 沿 線 の

土 地 区 画 整 理

事業〔都市整備

課・企業庁〕  

土地区画整理事業 4,627,597 千円 

（内訳） 

 運動公園周辺地区 1,819,000 千円  

柏北部中央地区  2,582,697 千円  

木地区             225,900 千円 

 

 柏北部中央地区及び運動公園周辺地区

については、平成１７年８月２４日の鉄

道開業に向けて、駅前広場、駅に連結す

る都市計画道路整備、駅周辺の施設整備

並びに商業地区の造成工事を行いまし

た。 

 木地区については、宅地造成のための

移転補償を行いました。  現状維持  
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〔街路モノレ

ール課、下水道

課 、 道 路 計 画

課〕  
 
 
 
 
 
 
 
 

①街路整備 

・十余二船戸線（柏市） 

工事延長＝380ｍ 幅員=16m(半断面) 

・ 大畔駒木線（流山市） 

 工事延長=720m 幅員＝16ｍ(半断面) 

・ 三輪野山駒木線（流山市） 

  用地買収 面積＝３，２６６㎡ 

②手賀沼流域下水道事業 

 北部第二幹線管渠布設工事 

  工事延長＝約０．５km 

 駒木幹線管渠布設工事  

  工事延長＝約０．９km 

③江戸川左岸流域下水道事業 

  市野谷幹線管渠布設工事  

  工事延長＝約２．３km 

 

・街路整備事業十余二船戸線、大

畔駒木線については、当初予定

どおりに工事を施工をするとと

もに、三輪野山駒木線について

も当初予定どおり用地買収がで

きました。 

・流域下水道幹線の整備を推進し、

鉄道開業時における新駅やその

周辺のまちびらきエリア等の汚

水処理を行う沿線整備区域に関

連する整備を進めました。 

・（仮称）新流山橋について、流山

市等ときめ細かな調整を行い都

市計画の素案を地元住民に説明

する段階まで進めることができ

ました。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④道路整備 

（仮称）新流山橋の都市計画の手続き

に入るため、道路構造を再検討し、埼

玉県・流山市等と協議調整を行いまし

た。 

・埼玉県・千葉県都市軸道路検討会を３

回開催、新流山橋調整会議を１３回開

催、地元説明会を４回開催しました。 現状維持  
シンポジウムの成果や「懇談会」

の意見を踏まえ、当地域の基本コ

ンセプトを「環境・健康・創造・

交流の街」とし、その形成を目指

す基本方針等を策定しました。 

「連絡会議」をとおして、交流

人口・居住人口が集まる活気ある

まちづくり、大学等の豊富な地域

資源を活用したまちづくり、周囲

の自然と共生した落ち着きのある

まちづくりをまちづくりの施策の

方向として決定しました。また、

駅周辺の望ましい機能配置につい

ては、賑わいの空間、交流の空間、

生活のための空間にわけて配置す

る施設の内容について確認しまし

た。  

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

〔 企 画 調 整

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・都市整備

課・企業庁東葛

飾北部整備課〕 

・柏・流山地域 産業・都市づくりシン

ポジウム（平成 16 年 5 月 25 日）を開

催しました。 

・「つくばエクスプレス沿線地域(東葛地

域)における産業・都市づくり懇談会」

(以下「懇談会」という。)を 2 回開催

し、当地域の目指すべき将来像や具体

的な取組み等について検討を進めまし

た。 

・先導的な役割を果たす柏北部中央地区

について、「柏の葉キャンパス駅周辺の

まちづくり連絡会議」(以下「連絡会議」

という。)をとおして、まちづくりの方

向性やデザイン等について意見交換を

行い、この結果を踏まえて、公共施設

の整備を進めてきたところです。  

 

拡大  
・ 建築確認のため、公聴会を平成

１７年４月に開催し、建築確認

を取り、設計積算を実施し７月

末に完了する。 

・ テニスコートへの案内板を設

置し、利便性が向上しました。

・ 保全対策について、関係機関と

調整会議を開催しました。 

 

都 市 公 園 整 備

事業〔公園緑地

課〕  

・ 柏の葉公園野球場の実施設計を発注

したが、関係機関との調整に時間を要

し、完了が平成１７年７月末の予定に

なる。 

・ 柏の葉公園案内看板等の一部設置し

ました。 

・ 市野谷の森公園は、事業化のための予

算確保が困難なことから、事業認可取

得を見送りました。 

 現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・ 適切な施設管理及び入居企業

募集を行い、常に満室に近い状

況で推移しました。 

・ 産学官の共同研究を２９件（昨

年度からの継続を含む）コーデ

ィネートしました。 

・ 支援した企業において、専門家

等のアドバイスに基づいた新

製品の発売や新たな販路の開

拓が見込まれます。 

 

東 葛 テ ク ノ プ

ラ ザ に お け る

起業・研究開発

支援〔産業振興

課〕  

・ 通年で、東葛テクノプラザの管理運

営をし、リエゾンマネージャーを４名

配置しました。 

・ 研究会を３６回、シーズ発表交流会

を２回開催しました。 

・ 通年で、東葛ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ事業及

び研究開発機器等支援事業を実施し

ました。 

・ 交流事業を２回開催しました。 

５社に対し、デザインの専門家を延べ

４人、ＮＰＯ法人から延べ５６人を派

遣し、「売れるものづくり」のための支

援をしました。 
現状維持  

・ 東大柏ベンチャープラザに入

居する創業間もない企業や財務

基盤の弱い企業に補助したこと

で、大学発ベンチャー等による

新産業の創出が期待されます。 

・ インキュベーションマネージ

ャーを配置したことで、大学発

ベンチャー等に対するきめ細か

い支援が可能となりました。 

 

東 京 大 学 連 携

型 起 業 家 育 成

施設の活用〔産

業振興課〕  

独立行政法人中小企業基盤整備機構

（旧：地域振興整備公団）が貸研究室な

ど３４室を有する東大柏ベンチャープラ

ザを整備し、大学発ベンチャー等１５社

で全室を利用する入居決定がされまし

た。 

７月から入居が開始され、８月２０日

にはオープニングセレモニーが開催され

ました。 

・ 学内発ベンチャー、創業５年未満の

中小企業などの入居者に対する賃料補

助を制定しました。  
・ 賃料補助制度の要件に該当する８社

に補助しました。  
・ インキュベーションマネージャーを

配置しました。 現状維持  

東京大学柏キャンパスの「高輝

度光源研究センター（仮称）」の早

期整備の実現に向けて国に要望し

ましたが、「高輝度光源研究センタ

ー（仮称）」の整備には至りません

でした。 

 

大学の学術・研

究 開 発 機 能 の

強化等〔産業振

興課・企画調整

課〕  

東京大学柏キャンパスの「高輝度光源

研究センター（仮称）」の早期整備の実現

に向けて国に要望しました。（１６年７

月） 

 

現状維持  
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・総会やセミナーを開催し、専門

的な知識や研究情報の提供と人

的交流を深めました。 

・ホームページの運営やメールマ

ガジンの配信により会員団体

（１３０団体）へ様々な情報を

定期的に提供することができま

した。  

千 葉 県 バ イ

オ・ライフサイ

エ ン ス 産 業 活

性 化 推 進 事 業

〔産業振興課〕 

・総会やセミナーを開催 

・ホームページを月５～６回程度で更新

・メールマガジンを月２～３回程度配信

・県内の各種産学官連携事業との協力・

連携 

改善  
大学・地元市等との連携を図り、

外国人研究者や留学生等の意向

や、必要な施策・事業の方向性を

把握することができたが、具体的

方策及び関係者の役割分担等につ

いて、検討を進めるには至らなか

った。  

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〔企画調整

課〕  

大学と県・市の意見交換等 

・東京大学「柏国際キャンパス構想」シ

ンポジウム及び調査検討ワーキングへの

参画 ７回 

・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくりに

関する会議 ２回 

・つくばエクスプレス沿線の産業・都市

づくりに関する会議 ２回等 
改善  
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施策２５ 複合機能都市「幕張新都心」の形成 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

アジア経済研究所研究員（講師）と参

加者の活発な意見交換を行うなどに

より、企業や住民等の地域における交

流の促進が図られました。 

地域における

交流事業の推

進〔幕張新都

心整備課〕 

日本貿易振興機構アジア経済研究所と

の共同セミナーには、幕張新都心の就

業者等３４名が参加し、開催しました。

現状維持 

・外資系企業スタートアップセンター

（FASuC）は、２社の入居があった結

果、既設部分は全室（１０室）入居と

なり、外資系企業の立地を促進するこ

とができました。 

・外資系企業の進出拠点を拡充するた

めに、平成１７年１月に施設を１０室

から２０室に拡張しました。 

 

 

 

外資系企業ス

タートアップ

センター事業

〔 企 業 立 地

課〕 

・インターネットやＥメールを活用し

た誘致活動を行った結果、新たに２社

の入居があり、入居企業に低廉な家賃

を提供するために、施設を運営するビ

ル事業者に対し補助を行いました。 

・「ちば投資サポートセンター」により、

入居者に対して事務所立ち上げや人材

募集に際してのコンサルティングを実

施しました。 

・平成１７年１月に施設を１０室から

２０室に拡張して入居者の募集を開始

しました。 拡大 

本県ＩＴ産業の拠点といえる幕張地

区で本事業を実施した結果、ＩＣカー

ドやお財布携帯電話が使用できる環

境の整備や地域のイベントをインタ

ーネットによりライブ中継する仕組

みの導入が検討されるなど、実証実験

を契機に民間の需要を導くことがで

きました。 

幕張新都心Ｉ

Ｔ拠点形成事

業〔産業振興

課〕 

当初予定どおり２件分の次世代ＩＴの

実証実験を支援しました。 

 

現状維持 

・「幕張新都心クリーンの日」の一斉

清掃により、新都心の道路や公園など

公共施設の美観の保全に繋がりまし

た。 

・「幕張新都心のまちづくりを考える

意見交換会」での提案の検討により、

季節感あふれるまちづくり事業とし

て、プランタ－への花植えを実施する

ことになりました。 

住み、働く人

などとともに

創り出すまち

づくりの推進

〔幕張新都心

整備課〕 

・幕張新都心まちづくり協議会との共

同で「幕張新都心クリーンの日」の一

斉清掃を５月と１０月に実施しまし

た。 

・幕張新都心まちづくり協議会構成企

業との「幕張新都心のまちづくりを考

える意見交換を３回実施し、まちづく

りに関する新たな提案の検討を行いま

した。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

年間入場者数約２０万人（平成１６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

できる浜辺の維持することができま

した。 

ウォーターフ

ロント（水辺）

を活用した憩

いの場の創出

〔幕張新都心

整備課〕 

幕張の浜の維持補修工事を８回実施し

ました。 

 

現状維持 

・公募による一般県民参加のワークシ

ョップ（３回）を実施し、管理運営計

画に関する検討を行ないました。 

・幕張海浜公園Ｄ・Ｅブロック整備検

討会（３回）を実施し、整備について

の意見を得ました。今後、幕張新都心

の活性化の拠点として期待されてい

ることも踏まえ総合的に判断しなが

ら、最終的な計画を取りまとめた上

で、県民や企業参画による公園づくり

を進めていきます。 

幕張海浜公園

（海側）整備

の促進〔公園

緑地課〕 

・整備計画策定調査を委託した。 

・整備計画検討会を３回開催しました。

拡大 

住宅地区の道路交差点の改善を行っ

たことにより、道路が平坦になりまし

た。 

人にやさしい

まちづくりの

推進〔幕張新

都心整備課〕 

住宅地区交差点改善工事 ８個所 

 

現状維持 

県下の整備と併せ、交通情報収集装置

の整備を推進して、交通情報を活用し

た新交通管理システム（ＵＴＭＳ）な

ど、交通管理のインテリジェント化を

積極的に推進することにより、交通渋

滞の解消や交通公害の抑制を図りま

した。 

ＩＴを活用し

た 交 通 対 策

〔警察本部〕 

県下の整備と併せ、幕張新都心におい

ても交通安全施設の整備を推進しまし

た。 

 

幕張ベイタウ

ン事業の着実

な推進〔幕張

新 都 心 整 備

課〕 

・公共施設（車道舗装１７０ｍ、歩道

舗装２,３１０ｍ、共同溝１３６ｍ）の

整備を行いました。 

・広報活動として、雑誌との編集タイ

アップやその他雑誌への掲載、テレビ

撮影等によりＰＲ事業を実施しまし

た。 

 

 ＳＨ３、ＳＨ４、Ｍ５－２街区の入

居に合わせた周辺道路の整備及びＨ

２街区の工事工程に合わせた共同溝

等整備を行いました。 

 道路や共同溝等整備を行なったこ

とにより、電線や電話線、水道管等を

集約して収納することができ、美しい

街並みを実現することができました。

雑誌編集タイアップとして、飲食店

や店舗の紹介などを「大人のウォーカ

ー」、「ルミーナ」と編集したほか、女
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

性や若者をターゲットとした商業施

設の紹介などを「Ｃｏｍｏ」、「ＬＥ

Ｅ」、「ＪＪ」等の雑誌へ掲載し、幕張

ベイタウンへの来街や住宅の販売を

促進することができました。 

現状維持 

 土地の譲渡及び貸付制度の活用に

より、新たに２区画（２．１ｈａ）に

１社の企業誘致を 

行なうとともに契約済み企業の土地

を習志野市側へ位置変更しました。 

 

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〔土地分

譲課、幕張新

都心整備課〕 

 土地の譲渡及び貸付制度の活用によ

り、新たに２区画２．１ヘクタールに

企業１社を誘致しました。 

 契約済み企業の土地５区画約６ヘク

タールを集約し、土地活用の促進を図

りました。 

現状維持 

施設の劣化補修やユニバーサルデ

ザイン化について、計画どおりの進捗

を得ました。 

また、平成１５年５月の健康増進法

施行に伴い、中央モールに受動喫煙対

策施設を整備したことから、平成１７

年４月より、国際展示場内を原則禁煙

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕張メッセの

機能拡充・強

化〔観光コン

ベ ン シ ョ ン

課〕 

幕張メッセの 

・正面広場等浸水性舗装面の劣化部分

の表面補修をやりかえました。（３００

㎡） 

・中央監視の監視モニター等劣化の激

しい機器を改修しました。（１式） 

・主催者室での利用が増しているため、

ＬＡＮ設備を増設しました。（１式） 

・中央モールに受動喫煙対策施設を整

備しました。（３箇所） 

※５箇所の予定であったが、施設の構

造上３箇所の設置が適当だったため、

３箇所で足りるよう必要面積を確保

しました。 

・車椅子使用者等の利便性の向上のた

め展示ホール内にエレベーターを設置

しました。（１個所） 

・トイレの手洗いを来場者の利便性の

向上のため自動水洗化しました。（８０

箇所） 現状維持 

平成１６年度の国際展示場のイベン

ト件数は１２１件と、１５年度の１１

４件を上回りました。 

 

 

 

 

幕張メッセ展

示場利用促進

策の強化〔観

光コンベンシ

ョン課〕 

・ＮＣＣとＣＣＢ－ＩＣの情報交換

平均週１回 

・ＣＣＢ－ＩＣにおける開催支援プロ

グラムの開発 ４２プログラム 

・ＮＣＣ自主企画事業 ３事業を実施

（どきどきフリーマーケット、ワンニ

ャンワールド、ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ

ＪＡＰＡＮ） 改善 
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施策２６ サイエンス・パーク「かずさ」の国際的地位の確立 

事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・５月開催の「国際バイオＥＸＰＯ」及

び９月開催の「バイオジャパン２００

４」への出展により、かずさアカデミア

パークの国内外への知名度を高める努

力をした結果、１２月にバイオテクノロ

ジー関係の雑誌社が実施した「日本国内

バイオクラスター認知度調査」で第１位

となりました。 

・一方、研究所・企業等の集積という点

では、経済状況の長期低迷などからより

一層の努力が必要な状況です。 

企業、国際機

関、大学、公

的試験研究機

関等の立地・

集積促進〔企

業立地課〕 

・かずさアカデミアパークの知名度

向上のため、バイオテクノロジー関

係の国際的な展示会である「国際バ

イオＥＸＰＯ」と「バイオジャパン

２００４」に出展しました。 

・企業関係者等に対しかずさアカデ

ミアパーク現地視察会を２回開催

し、合計１１３名の参加を得まし

た。 

・１１月から１２月にかけて企業訪

問を強化し、かずさアカデミアパー

クに関心を示した企業等を中心に

１０社を訪問しました。 

・企業等が立地しやすい条件を整え

るため、民間資本を活用した研究者

向け居住施設の整備や県借地転貸

料の引き下げを行いました。また、

土地所有企業に対し、分譲価格の引

き下げや賃貸方式の導入を要望し

ました。 改善 

・起業家育成施設等入居企業に対する補

助等により、ベンチャー企業のかずさア

カデミアパークへの進出を促すことが

できました。 

・かずさＢＴフォーラムに研究者等合計

２５０名が参加しました。 

バイオ関連産

業の集積促進

〔 企 業 立 地

課、産業振興

課〕 

・起業家育成施設等に入居するベン

チャー企業に賃料の補助及びＤＮ

Ａ情報の提供等を行いました。 

・かずさインキュベーションセンタ

ーの管理・運営については、入居企

業の協力を得て適正に実施しまし

た。 

・クリエイション・コアかずさの交

流施設を活用し、パーク内の起業家

育成施設等入居企業等の親睦・交流

を深めるため交流会等を開催しま

した。 

・バイオテクノロジー分野の先端的

なセミナーである「かずさＢＴフォ

ーラム」を３回開催しました。 改善 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・大学･企業等の巡回訪問による会議誘

致活動により、会議の開催件数・その他

文化活動等を合わせた件数とも増加し

ました。 

・コンベンションの受け皿づくりに向け

て、地元経済団体との協議を実施しまし

たが、具体的な準備組織等の設立には至

りませんでした。 

かずさアーク

の 機 能 強 化

〔 企 業 立 地

課〕 

・県立ホールでの会議、研修会、文

化活動等の開催件数は 1，４２９件

でした。そのうち、各種会議の開催

件数は６２８件でした。 

・５月と１０月に、地元４市の経済

団体とコンベンションの受け皿づ

くりについて協議しました。 

改善 

５月開催の「国際バイオＥＸＰＯ」及び

９月開催の「バイオジャパン２００４」

への出展により、かずさアカデミアパー

クの国内外への知名度を高める努力を

した結果、１２月にバイオテクノロジー

関係の雑誌社が実施した「日本国内バイ

オクラスター認知度調査」で第１位とな

りました。一方、企業誘致・コンベン

ション誘致・宿泊誘致を一体的に行う

ことについては、当初の予定どおりに

は進みませんでした｡ 

一体的・効率

的な誘致・広

報活動の展開

〔 企 業 立 地

課〕 

・研究所等立地推進協議会、かずさ

アークが一体となって新聞広告を

掲載しました。 

・かずさアカデミアパークの知名度

向上のため、バイオテクノロジー関

係の国際的な展示会である「国際バ

イオＥＸＰＯ」と「バイオジャパン

２００４」に出展しました。 

・企業関係者等に対しかずさアカデ

ミアパーク現地視察会を２回開催

し、合計１１３名の参加を得まし

た。 改善 

・国の競争的資金に１件採択され、国か

ら研究費約８０，０００千円（１６年度

分）獲得 

・バイオ分野のセミナー・フォーラムを

３回開催し、研究者等合計２５０名が参

加しました。 

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〔産

業振興課、企

業立地課〕 

・バイオアドバイザーを設置し、か

ずさＢＴフォーラム（３回開催）な

どや、国の競争的資金提案支援（２

件）を行うことで、パーク内におけ

る産学官連携や人的ネットワーク

の構築を図りました。 

現状維持 

研究開発費の獲得については、１件の競

争的資金の獲得と数件の競争的資金の

獲得が見込まれているが、東京圏ゲノム

科学としての特別予算の獲得には至っ

ていません。また、施設整備については、

かずさバイオ共同研究開発センターの

整備、長期滞在型施設の整備などが行わ

れています。 

国際研究交流

施設等の早期

立地促進〔産

業振興課、企

業立地課〕 

「東京圏ゲノム科学の国際拠点形

成プロジェクト基本構想」を踏まえ

た、研究開発費の獲得や新たな研究

機関等の誘致を図るべく、東京圏の

産学官連携の推進、国への要望活動

などを実施しています。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・国の競争的資金に１件採択され、国か

ら研究費約８０，０００千円（１６年度

分）を獲得し、産業上有用な酵素を効率

的に探索する方法を開発する研究を開

始しました。 

・かずさバイオ共同研究開発センターの

整備については、１７年５月に竣工しま

した。 

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

〔 産 業 振 興

課、企業立地

課〕 

・国の競争的資金について２件を提

案しました。 

・かずさＤＮＡ研究所開所１０周年

記念事業（式典・講演会・国際会議

等）を開催しました。 

改善 

・「研究者等長期滞在施設」をかずさア

カデミアパーク内に整備することによ

り、研究者等が時間に拘束されずに研究

等に専念できる環境を提供できます。 

・「研究者等長期滞在施設」は什器等生

活用品が備え付けのため、研究等の急な

異動に対応することが可能となります。

世界の学者・

研究者が快適

に暮らせる居

住環境づくり

〔 企 業 立 地

課〕 

・平成１５年度に策定した研究者向

け居住施設のモデルプランを踏ま

え、研究者等とその家族に対し快適

な居住環境を提供できるよう努め

ています。 

・民間資本を活用し、かずさアカデ

ミアパーク内に「研究者等長期滞在

施設」の整備を進めました。 

【施設概要】 

・居住棟２棟【戸数（１Ｋ）２４戸】

{机、椅子、冷蔵庫、洗濯機、ＴＶ、

電子レンジ等備え付け} 

・エントランス棟（多目的スペース、

厨房等） 

・駐車場３０台、駐輪場（屋根付）

１２台 改善 

・木更津駅からの新規バス路線の開設に

より、木更津市内からの交通利便性が向

上しました。 

・東京湾アクアライン高速バスの増便に

より、首都圏からの交通利便性が向上し

ました。 

・光ファイバー高速通信サービスに代替

するものとして、かずさアークでダーク

ファイバの利用が開始されましたが、パ

ーク内全域へのサービス供用はできま

せんでした。 

交通利便性の

向上 ･情報通

信基盤の拡充

〔 企 業 立 地

課〕 

・新規バス路線の運行や高速バスの

増便について事業者に働きかける

とともに、利用促進を呼びかけまし

た。 

・情報通信基盤の整備については、

光ファイバー高速通信サービスの

早期導入を事業者に働きかけまし

た。 

現状維持 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

・「第４回かずさアカデミア音楽コンク

ール入賞者の演奏会」や「ミュージッ

ク・マスターズ・コース in かずさ２０

０４」の開催により、地域の文化振興と

かずさアカデミアパークの魅力向上を

図ることができました。 

・「第１０回かずさ音楽祭」は地元の合

唱団等約１０００名の参加による手づ

くりの音楽祭として地域の文化振興を

大いに図ることができました。 

文化・芸術の

振興〔文化振

興課〕 

・１５年度に実施した「第４回かず

さアカデミア音楽コンクール」の入

賞者４名の演奏会が６月６日に開

催されました。 

・滞在型の国際的音楽セミナー「ミ

ュージック・マスターズ・コース in

かずさ２００４」が６月下旬に行わ

れ、各種演奏会、文化交流フォーラ

ムなどが開催されました。 

・地元の合唱団等が参加し、第九交

響曲を演奏・合唱する「第１０回か

ずさ音楽祭」が１２月１９日に開催

されました。 現状維持 
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施策２７ 国際化の推進 
事業の成果  重点事業名  

〔担当課名〕  
平成 16 年度の実施内容  

次年度の方向性  
・多文化共生モデル事業について

は、新規事業であり広報期間が

十分でなかったため応募が無く

具体的な成果はありませんでし

たが、公募活動を通じて NPO 等

への事業の周知が図られまし

た。 

・外国籍 DV 被害者に対し必要な支

援が円滑に行われるように、９

人の被害者対し通訳者を１２回

派遣しました。 

・人権啓発については、ビデオの

貸出、講演会の開催、テレビ、

ラジオのコマーシャル放送等の

多様な手段による啓発活動で、

外国人も含めた人権問題に対す

る県民の関心を高めることがで

きました。 

国際化の推進

〔 企 画 調 整

課、医療整備

課、男女共同

参画課、健康

福祉政策課〕 

・多文化共生モデル事業：募集要綱を作

成し事業者の公募を行いましたが、応

募者がありませんでした。 

・外国人向け救急医療情報の発信：情報

提供内容について検討（情報システム

検討部会）し、17 年度から情報発信を

予定しています。 

・外国籍 DV 被害者支援事業：通訳により

日本語能力の不十分な外国籍の DV 被

害者を支援しました。 

・人権啓発事業：外国人も含めた人権尊

重の広報、啓発活動を実施しました（講

演会年 2 回 1,725 人参加、ビデオ 112

団体に 215 本貸出、テレビ、ラジオ等

のマスメディアを利用した啓発）。 

 

改善 

従来、ちば国際コンベンション

ビューロー（CCB）の施設内で開催

していたものを県内各地域で出張

開催したことにより、各市町村協

会が地元で実施する機運が出てき

ました。特に船橋市は今後の継続

的な地元開催に向け、地元協会等

が積極的となっています。 

外国籍児童生

徒の支援〔企

画調整課、指

導課〕 

・ サバイバル日本語講座 1 回開催 

（船橋市）36 名（10 カ国）参加 

・ 日本語を母語としない親と子供のつ

どい 1 回開催（鴨川市） 

7 家庭 15 名参加 

・ 暮らしに役立つ講座 2 回開催 

（1 回は大多喜町）35 名参加 

現状維持 

世界的な視野

に立った施策

展 開 を 行 う

「世界の中の

千葉」の確立

〔 企 画 調 整

課〕 

 

 

 

 

米国ウィスコンシン州と、新たにさま

ざまな分野での交流を実施しました。 

・千葉県及びウィスコンシン州経済関係

者による経済意見交換会の開催 

 (9 月 28 日 かずさアカデミアホール)

・産学連携に関する意見交換会の実施（10

月 1 日 都道府県会館） 

・精神保健福祉にかかるフォーラムの実

施(10 月 3 日 障害者職業総合センタ

ー) 

 

・ウィスコンシン州との経済・産

学連携の意見交換会を実施した

ことにより、特にバイオ等のベ

ンチャービジネスの支援や、大

学から企業への技術移転につい

て専門的かつ活発な意見交換が

行われ、今後の経済交流を推進

するうえでの有意義な機会とな

りました。 

・ウィスコンシン州の専門家によ

る精神保健福祉にかかるフォー
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ラムの実施により、先進的なマ

ディソンモデルに関する多くの

情報が得られ、行政・民間業者・

県民に対し、精神障害者が地域

の一員として暮らせる地域づく

りの多くのインセンティブを与

えました。 

・バイオマス交流では東京大学等

との情報交換が行われ、双方の

取り組みに理解を深めました。 

 

 

・バイオマスに関する視察団の受け入れ

（9 月 23 日～30 日） 

 

拡大 

・ 海外技術研修員は前年度より

１名多い７名を招聘し、県内の

民間企業や大学などの協力によ

り、それぞれの研修員の目的に

沿った研修プログラムを提供す

ることができました。また、千

葉県 JICA シニアボランティアの

会の協力により、経費節減を図

りつつ、日本語研修や研修員の

生活面など研修員１人ずつに対

してきめ細かいフォローをする

ことができました。 

・国際協力モデル事業は県民やＮ

ＰＯが主体となった優れた国際

協力事業を実施することができ

ました。 

世界と地域を

結ぶ国際協力

の推進〔企画

調整課〕 

・ 海外技術研修員についてはアセアン

大使館や在外県人会の推薦を受けた者

の中から７名を研修員として招聘し、

県内企業・大学等で２ヶ月半に渡り技

術研修を実施しました。 

・ 国際協力モデル事業については 8 件

の応募があり、そのうち優れた事業３

件に対し補助を行いました。 

・ ピーストークマラソン・イン・チバ

を開催しました。 

 

改善 

県民主体によ

る草の根交流

事 業 の 促 進

〔 企 画 調 整

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

・千葉ウィスコンシン協会の立ち上げに

係る打合せ会議（設立準備委員会）開

催 ２回 

・友好使節団の受入等に関する打合せ会

議（運営委員会）の開催 １０回 

・友好使節団の受入 １回（施設団員１

９名）、経済意見交換会等の開催 １回

・ ボランティア・団体研修会の実施 

 ５回（１回平均約３０人受講） 

 

 

 

新たに設立された民間姉妹交流

組織である「千葉ウィスコンシン

協会」が中心となって友好使節団

の各種受入プログラムを企画実施

した結果、県民主体による草の根

交流事業が促進された。また、ウ

ィスコンシン州知事他経済使節団

を受け入れ、県内経済関係者を含

めた経済意見交換会の開催を通し

て、経済分野における交流を推進

した。 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

ボランティア・団体研修会の受

講者へのアンケート調査による

と、プログラム全体は好評であっ

た。また、１５年度は在住外国人

支援のテーマに限定したが、１６

年度はボランティアを束ねるコー

ディネーターの役割としたことか

ら受講者の層も広く、受講しやす

いものとなった。 

 

 

 

 

拡大 

・出前講座の主要な講師は在住外

国人であり、学校における国際

理解教育として有用であった。 

・伝統的技術者の指導による体験

事業には１２５名の参加があ

り、伝統的技術による政策や伝

統的な技の体験を行った。 

・伝統文化を学び体得する事業に

は２２５名の参加があり、郷土

料理や染色などの伝統的文化を

学んだ。 

県民ネットワ

ークを活用し

た国際化を担

う人材の育成

〔 企 画 調 整

課、文化財課〕 

・国際出前講座 小中学校を中心に 77 件

の講座を実施 

・伝統的技術者の指導による体験事業

12 回実施 

・伝統文化を学び体得する事業 12 回実

施 

 

現状維持 

ＩＴを活用し

た国際交流の

推進〔企画調

整課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国語版ニューズレターの発行につい

ては、配信内容、記事の執筆方法、ホ

ームページとの連携等について検討し

ました。 

・外国人向けホームページの充実及び利

便性の向上については、掲載内容等に

ついて検討しました。 

・旅券申請のオンライン化推進について

は、インターネットを利用した旅券の

電子申請に関する諸課題の把握、検討

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人に千葉県のトピックスを

伝える外国語版ニューズレター

の配信やホームページの充実に

ついては、配信内容、記事の執

筆方法、ニューズレターとホー

ムページとの連携等について検

討を継続することになりまし

た。 

・インターネットによる旅券の電

子申請について検討した結果、

現状では電子申請とは別に戸籍

抄本、はがき、旅券等を書留で

郵送しなければならないなど、

利用者のメリットが限られてい

ます。また、システムの開発・

運用費用に多額の費用が見込ま

れる割に先行して実施した他県

の例をみても利用者数が少な
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

く、事務の簡素化につながらな

いなどの課題がありました。し

たがって、これらの課題の改善

状況をみながら対応していくこ

とにしました。 

なお、旅券発給事務については、

インターネットによる情報提供

の充実や県内各地での申請・交

付窓口の拡大など利用者の利便

性向上を図っており、円滑に実

施することができました。 

  

現状維持 

①チバ・インターナショナル・エ

デュケーション・プラン 

  児童の英語に対する興味、関

心を高め、英語活動に積極的に

取り組むことができました。 

 運営指導委員会やバイリンガル

教育研究会の各委員から専門的

な見地から指導助言を受け、

小・中一貫したカリキュラムの

編成ができました。 

②幕張アジアアカデミー 

６５０名の生徒がアジア総合学

科の特別授業を受講した。生徒か

らは、外国に対する興味や理解が

深まったとの声が多く聞かれ好

評でした。 

③インターナショナルスクールの

誘致方策の検討 

庁内検討会議によりインターナ

ショナルスクール設置に向けた

課題を明らかにするとともに、事

業候補者や地元市との協議を通

じて、設置形態や事業手法等に関

する具体的な検討に着手するこ

とができました。 

国際教育環境

等の整備・活

用〔企画調整

課、指導課〕 

①チバ・インターナショナル・エデュケ

ーション・プラン 

 成田市教育委員会を支援し、小学校３

校に新たに英語科を設置、また中学校

１校に英語授業を１時間増置できまし

た（特区の活用）。 

②幕張アジアアカデミー 

アジア総合学科の開催：６高校  

アジア経済研究所・千葉県調査研究交

流会の開催：１回 

③インターナショナルスクールの誘致方

策の検討 

庁内検討会議の開催：３回  

地元市との協議：４回  

事業候補者との協議：２回  

既存スクールの視察：１回 

 

拡大 
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事業の成果  重点事業名  
〔担当課名〕  

平成 16 年度の実施内容  
次年度の方向性  

①国際ビジネス支援事業 

県内企業の貿易推進、海外展開

による事業拡大、海外企業等と

の連携が推進されました。 

②戦略的企業誘致推進事業 

外資系企業スタートアップセン

ターに２社の入居があり、既設部

分（10 室）は全室の入居となり

ました。そこで、17 年１月に 10

室から 20 室に拡張しました。 

③海外向け誘客事業 

韓国、台湾において旅行ツアーが

造成されました。また、韓国の一

般誌、雑誌と台湾の雑誌に本県の

観光の記事が掲載されました。 

④外国人観光客の受け入れ体制の

整備 

成田空港利用者や空港関係者な

どからの情報収集及びモニター

ツアーの実施により、成田空港

を利用する外国人観光客に関す

るデータが得られました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 際 ビ ジ ネ

ス・国際観光

振 興 の 推 進

〔 経 済 政 策

課、企業立地

課、観光課〕 

①国際ビジネス支援事業 

・海外取引アドバイザー相談回答件

数：約 700 件 

・海外企業とのビジネスマッチング：

全４回開催、延べ出席者 約 80 社 

・中国ビジネスセミナー：全 14 回開催、

延べ出席者 約 200 人 

②戦略的企業誘致推進事業 

・対日投資アドバイザー等を配置した

「ちば投資サポートセンター」を設

置し、e メールマガジンやインターネ

ットを活用した広報活動を展開しま

した。 

・かずさ国際バイオフォーラム 2004 に

おいて、米国企業と県内企業等との

商談会等を開催しました。 

③海外向け誘客事業 

・韓国国際観光展（KOTFA）出展 

・台湾国際観光展（ITF）出展 

・成田国際観光モデル地区インバウン

ドツアー（韓国） 

・海外エージェント対象インバウンド

ツアー（台湾） 

・海外雑誌等へのパブリシティ（台湾）

④外国人観光客の受け入れ体制の整備 

・成田国際観光モデル地区ウエルカム

カード付観光マップの作成、配布：

５万部 

・成田国際観光モデル地区ボランティ

アガイド研修会、交流会の実施：各

１回 

・成田空港利用者アンケート調査（成

田空港、ホテル、リムジンバス） 

・成田空港周辺観光モニターツアーの

実施  現状維持 
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施策２９ 県民にひらかれた県政の実現 
事業の成果 重点事業名 

〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 
次年度の方向性 

事業が制度改善自体であるため、具体

的な運用の成果が平成１７年度以後顕

れると考えられますが、併せて行なった

異議申立ての一括審議や異議申立人と

の協議を含めた処理促進の効果で、処理

すべき異議申立て案件が大幅に減少し

ました。 

 

情報公開制

度の改善〔政

策法務課〕 

・情報公開審査会における制度改善に係る審議

を、公開で４回開催しました。（平成１５年度

からの通算では１０回） 

・同審査会から情報公開推進会議の設置や、開

示請求対象文書の拡大等を内容とした「情報公

開の推進に向けた制度改善について（答申）」

を受けました。（１６．８．２３） 

・この答申の内容を尊重し、情報公開条例等の

改正作業を進め、①情報公開推進会議の設置

②開示請求の対象となる文書を、作成年度に関

係なく保有する全ての行政文書に拡大 ③審

議会等の会議の原則公開の明記 ④特例条例

を廃止し、その内容を情報公開条例と一体化な

どを内容とする情報公開条例の改正案を１２

月県議会に上程し、可決されたことを受け、１

２月１０日に公布しました。 

・この情報公開条例の改正に伴い、関係する規

則・要綱・解釈運用基準などの改正や整備を行

い、４月１日からの施行に万全を期しました。

ただし、情報公開推進会議については、委員の

公募等、諸準備等の関係で改正条例の公布の日

から６月以内の施行となっていますので、組織

の活動システムや委員の選任方法等の検討を

行ないました。 改善 

県政の透明

性を高め、県

民への説明

責任を果た

すための評

価制度の整

備・充実〔企

画調整課・関

係各課〕 

① 大規模公共事業等事前評価制度 

・「木更津警察署庁舎新築工事」及び「千葉ニ

ュータウン地区高校整備事業」の２案件を対象

に１か月間に渡りパブリックコメントを実施 

・大規模公共事業等事前評価委員会を２回開催

・大規模公共事業等事前評価委員会による現地

視察を実施 

・２案件ともに１７年度も評価を継続（「木更

津警察署庁舎新築工事」については、４月に県

の対応方針を確定し、評価を終了） 

② 試験研究評価制度 

・試験研究機関評価委員会を３回開催 

・15 年度に実施した試験研究機関評価委員会に

よる評価の結果報告を受け、対応方針を策定・

公表（11 の試験研究機関・52 の研究課題） 

・16 年度に実施した試験研究機関評価委員会に

よる評価の結果報告を受け、対応方針を策定・

① 大規模公共事業等事前評価制度 

・県民へのアカウンタビリティーを果た

すため、ホームページ等による速やかな

掲載及びページデザインの工夫等に努

め、ホームページへのアクセス件数を大

幅に伸ばすことができました（15 年

度：14,029 件→16 年度：44,021 件）。

また、多くの県民からパブリックコメン

トをいただくことができました（「木更

津警察署庁舎建築工事」：４件、「千葉ニ

ュータウン地区高校整備事業」：201

件）。 

・大規模公共事業等事前評価委員会では

事業の必要性等に関する慎重な質疑応

答がなされ、客観的評価機能を果たして

います。 
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事業の成果 重点事業名 
〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 

次年度の方向性 
公表（55 の研究課題） 

③ 政策評価制度 

・「課所掌の基本施策評価」： 

平成 16 年度施策に対する事前評価の実施・

結果公表（125 課・189 施策） 

平成 17 年度施策に対して事前評価を実施中

（125 課・140 施策） 

・「アクションプラン評価」： 

2004 年アクションプランに対する事前評価

の実施・結果公表（34 施策・419 重点事業）

2005 年アクションプランに対して事前評価

を実施中（38 施策・497 重点事業） 

・政策評価委員会を３回開催 

② 試験研究評価制度 

・15 年度に実施した試験研究機関評価

委員会による機関評価及び課題評価の

結果報告を受け、対応方針を策定・公表

し、11 の試験研究機関が業務の効率

化・組織の合理化を図るとともに、52

の重点的な研究課題について、より効果

的・効率的な研究活動を推進することが

できました。 

・16 年度に実施した試験研究機関評価

委員会による 55 の重点的な研究課題に

係る課題評価の結果報告を受け、対応方

針を策定・公表し、県民ニーズに対応し

た効率的・効果的な研究活動を推進する

ことができました。 

③ 政策評価制度 

・政策評価担当職員に対してヒアリング

を実施したところ、施策の目標や課題を

明確にし、課内で共有することにより、

目標達成を意識した効果的な行政運営

を実現していこうとする意識の高まり

が見られます。また、評価帳票の公表を

通じて、県民への説明責任を重視してい

こうとする意識の高まりも見られます。

・管理職の職員に対してアンケートを実

施したところ、政策評価が施策の改善・

充実に「役立った」と回答した職員の割

合が 6％、「少し役立った」と回答した

職員の割合が 43％でした。また、政策

評価が施策の議論の活発化に「役立っ

た」と回答した職員の割合が 5％、「少

し役立った」と回答した職員の割合が

41％でした。「役立った」と回答した職

員の割合が多いとは言えませんが、政策

評価を通じて、施策の効果を向上させる

有効な手法についての議論が活発化す

るなど、業務見直しの契機となったケー

スが出ています。 

一方、政策評価が予算編成過程で「活

用された」と回答した職員の割合が

4％、「少し活用された」と回答した職員

の割合が 27％であり、施策の方向性の
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事業の成果 重点事業名 
〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 

次年度の方向性 
重点化や優先順位付けなどにより、予算

編成と政策評価の効果的な連携を図れ

た所属は限定的でした。 

2004 年アクションプランに対する事

前評価と比較して、2005 年アクション

プランに対する事前評価では、成果（ア

ウトカム）指標の設定率がプラス 27 ポ

イント（46％→76％）、定量的指標の設

定率がプラス 23 ポイント（63％→86％）

と飛躍的に増加する見込みであるなど、

指標の設定を中心として評価技術が向

上しています。 

改善 

報道機関への情報提供や県の広報媒

体の効果的な活用により、県民に対して

多くの県政情報をわかりやすく発信す

ることができました。 

県政情報の

積極的な公

表とわかり

やすい広報

の推進 

[報道監・関

係各課] 

①１６年度も報道機関への積極的な情報提供

を実施しました。（１，４３５件） 

②県広報媒体による情報発信を次のとおり実

施しました。特に千葉テレビ「躍動ちば２１」

では県政の重要施策について特別版を６本放

映し、わかりやすく県民に発信できました。 

・ちば県民だよりの発行  毎月作成（２１

５万部）、県内全世帯に配布 

・新聞紙面広報（千葉日報） 

・ 特集 年１２回（1 回 1 ページ） 

 ・「県政情報解説」の掲載   

・テレビ広報（千葉テレビ） 

（千葉県インフォメーション、躍動ちば 

２１、ウィークリー千葉県  各毎週放送）

・ラジオ広報（bayfm）（ｱﾐﾕｰｽﾞﾒﾝﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ､ ｻ

ﾀﾃﾞｲﾌﾞﾚｲｼﾝｸﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ 各毎週放送） 

③県ホームページでは、職員向けの「千葉県ホ

ームページ運営要領」などを作成し、内容の充

実と誰もが使いやすいホームページの作成に

取り組みました。 
拡大 

積極的なパブリシティー活動により、各

種メディアへ８８件が掲載され、多くの

県政情報を県内外に発信できました。 

政策実現を

図る戦略的

な広報活動

の推進〔報道

監・関係各

課〕 

 県の重要施策について、県広報媒体を使い計

画的な広報を行いました。 

また、１６年度中に「千葉県ニュースリリー

ス」を２１回発行し、在京マスコミ等に対し積

極的な情報発信を行いました。特に「観光立県

千葉の実現」、「第３次障害者計画」、「健康ちば

旅倶楽部」などについて、担当部局と連携し、

メディア等への訪問によるパブリシティー活

動を実施しました。 
拡大 
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事業の成果 重点事業名 
〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 

次年度の方向性 
①「広報資料」や「ニュースリリース（市

町村特集号）」の発行により地域の情報

発信が強化されました。 

③従来、行政資料の有償頒布を受けるこ

とが、文書館に限られていたものを、地

域県民センター等で申込みや受取をで

きることとしたことから、県民の利便性

の向上が図られました。 

・報道発表された資料が、文書館行政資

料室で通年閲覧可能となり、県民の利便

性の向上が図られました。 

 

地域と一体

となった情

報発信の推

進〔報道監・

政策法務課〕 

①県政情報を市町村へ提供するため「広報資

料」を作成発行しました。（月 1 回） 

②市町村に関する様々な情報を在京メディア

などに発信するため「千葉県ニュースリリー

ス」市町村特集を発行しました。（5 回） 

③行政資料有償頒布について、地域県民センタ

ー等での申込み・受取をできるよう制度改善を

行ないました。 

・県民が情報を入手することに関して、利便性

の向上を図るため、他法令・要綱等による閲覧

制度を整理・案内ができるようにすることを計

画しました。（平成１７年度実施予定） 

・「県政情報の公表に関する要綱」に基づき文

書館行政資料室に配架される公表情報に、報道

発表に使用された資料を加え、確実な情報提供

が行なえるようにしました。 

「県政情報の公表に関する要綱」に基づく公

表件数 

H13 年度 １５７件 H14 年度 ４７２件 

H15 年度 ６７８件 H16 年度 ７７４件 拡大 

県民意見の

県政への的

確な反映〔報

道監・水道局

給水課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ちばづくり県民コメント制度 

県の基本計画や条例などの策定の際に庁内

各部局において当制度が積極的に活用されま

した。 

２ 県水お客様センター 

①平成 16 年 8 月の「県水お客様センター」の

開設に向けて、受付対応者の業務の習熟、支援

システムの検証及び現地事務所での対応の検

証を行い、受付体制の確立を図りました。 

 ・ 受付担当職員の養成研修の実施（局職員 4

～5 月・委託職員 6～7 月） 

 ・水道事務所・支所職員への支援システム操

作研修及び説明会の実施（16 回・370 名対象）

 ・検針事務受託者等関係者への説明会の実施

（7 月：3 回） 

 ・千葉水道事務所千葉西支所を対象に試験運

用の実施（7/13～7/30） 

②お客様に対する事前広報については、次のと

おり実施しました。 

 ・「県水だより(水道週間特集号 5/25 発行)」

により電話番号・受付時間等の公表を開始 

 ・「水道局ホームページ」への掲載（5/25～）

１ ちばづくり県民コメント制度 

１６年度実施状況 実施件数  

３９件 (意見総数 ２９６件) 

２ 県水お客様センター 

受付業務の集中化・専任化及び委託化

により、業務量に応じた柔軟な受付体制

がとれ、８ヶ月間の平均放棄率は

2.1％、着信後（アナウンス後）20 秒以

内の平均応答率は 90.9％、また、平均

完了率は 73.7％（平均案内率 2.6％・平

均取次率 23.6％）と、お客様を待たせ

ることなく、概ねワンストップサービス

を提供することができました。特に繁忙

期の放棄率については、平成 14 年 3 月

21％が平成 17 年 3 月 0.1％となり、お

客様サービスの向上が図れたものと考

えます。 

 お客様の声の集約・分析及び活用によ

る業務改善については、平成 16 年度内

の実現には至りませんでした。 
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事業の成果 重点事業名 
〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 

次年度の方向性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・｢使用水量のお知らせ(検針票)｣裏面への掲

載（6 月及び 7 月検針分） 

 ・県民だより(7/5)､水区域内関係市村広報紙

(7 月及び 8 月)及び千葉日報(7/28)への掲載

 ・ちらしの新聞折込による配布(7/15) 

 ・千葉テレビ(7/21)及び BayFM ラジオによる

CM(7/30)放送 

③開設後は、水道事務所・支所の調整担当職員

の会議(3 回)を開催し、県水お客様センターと

現地事務所の調整を図り、お客様サービスの向

上に取り組みました。 

④納入通知書等集中発送業務（16 年 4 月～17

年 3 月：約 243 万件） 改善 

県とＮＰＯ

との協働と

ＮＰＯとの

視点を生か

した県行政

のあり方の

見直し〔ＮＰ

Ｏ活動推進

課〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県とＮＰＯとの協働事業提案募集事業 

協働事業提案申請４９件、採択５件（１７年

度実施予定） 

・ＮＰＯと県との意見交換会 

４回実施 参加者延べ５８７名（うち関係課

延べ１１１課１７７名） 

・選考審査会 

第一次（書面）、公開プレゼンテーション及

び第二次審査 

１６年度協働４事業の実施(１５年度採択) 

・親子や家庭の日常の子育てを支える「子育て

応援者養成県民講座」（関係課：児童家庭課、

教）生涯学習課、ＮＰＯ活動推進課） 

・環境活動見本市「エコメッセちば２００４」

（関係課：環境政策課、ＮＰＯ活動推進課） 

・外国人児童・生徒の日本語指導のあり方に関

する調査研究（関係課：企画調整課、教）指導

課、ＮＰＯ活動推進課） 

・ノーマライゼーション相談事業（関係課：健

康福祉政策課、障害福祉課、雇用労働課、教）

特別支援教育課、教）指導課、ＮＰＯ活動推進

課） 

②パートナーシップマニュアル事業 

ＮＰＯとのより良いパートナーシップを築

くための実務手引書として、平成１６年２月に

作成した「パートナーシップマニュアル」につ

いて、職員の理解と活用を促進するため、マニ

ュアル説明会などの事業を行っています。 

１６年度は、より多くの職員が参加しやすい

①県とＮＰＯとの協働事業提案募集事

業 

各部局で個別分野の意見交換会が実

施されるようになるなど、県とＮＰＯと

のパートナーシップや部局横断的な取

り組みが着実に進みました。 

 

②パートナーシップマニュアル事業 

１６年度はマニュアルの普及啓発を

担当する「パートナーシップ推進小委員

会」の委員も参加協力し、マニュアルの

説明に加え、理解を深める工夫として、

協働事例の報告やパネルディスカッシ

ョン、グループ討議なども実施しまし

た。 

 毎回、参加者からのアンケートをとっ

ており、ＮＰＯやＮＰＯとの協働という

ことの理解促進に大きな成果があるこ

とが伺えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施策２９ 県民にひらかれた県政の実現 

 204

事業の成果 重点事業名 
〔担当課名〕 平成 16年度の実施内容 

次年度の方向性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう、開催場所を本庁職員対象に県庁で１回、

出先機関職員を対象に県内３地域（木更津、松

戸、東金）に説明会場を設けてそれぞれ 1 回、

合計４回の説明会を開催しました。 

○第１回説明会  

開催日：平成 16 年 9 月 14 日（火） 場所：

県庁 出席者：６４名 

○第２回説明会 

開催日：平成 16 年 9 月 21 日（火） 場所：

木更津市総合福祉会館 出席者：４６名 

○第３回説明会 

開催日：平成 16 年 12 月 22 日（水） 場所：

東葛飾合同庁舎 出席者：４７名 

○第４回説明会 

開催日：平成 17 年 2 月 16 日（水） 場所：

山武健康福祉センター 出席者：３９名 

① 県とＮＰＯとの協働事業提案募集 

事業  拡大 

②パートナーシップマニュアル事業 

 改善 

データベースシステムを導入した場合

の事業効果は確認できたものの、コスト

面等の問題など課題も多く導入は見送

ることとしました。 

県民の声デ

ータベース

の作成〔報道

監〕 

システムを導入済みの先進県の状況を検証す

るとともに、各企業が開発したデータベースシ

ステムに関する説明等を受けるなど、導入の可

能性についての検証を実施しました。 

 縮小 

一口に電子会議室と言っても様々な

運営方法があり、既に実施している自治

体などでもあまり効果的な運用が行わ

れていないケースが多いことがわかり

ました。 

 また、適正な運営のためには、新たな

人員、費用が必要であることもわかりま

した。結果、電子会議室の具体化には至

りませんでした。 

 そこで、インターネットを活用した新

しい県民参加手法について、引き続き検

討します。 

ちば県民電

子会議室の

設置〔報道

監〕 

電子会議室を既に実施している他県の状況等

を調査し、電子会議室の必要性について検討を

行いました。 

  

 

拡大 
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