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施策の担当課の名称は、便宜上、平成１７年４月１日組織改正後

の名称を使用しています。 

（１６年度の名称と異なる場合があります。） 

 



平成１６年度課所掌の基本施策事後評価結果（概要） 

 

１ 千葉県政策評価制度の概要 

（１）政策評価制度の目的 

現在県が進めている「徹底した情報公開と県民参加型の県政づくり」を一層充実さ

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

以下の事項を目的として実施します。 

ア マネジメントサイクルの確立 

施策や事業の目的、方針を明確化し、成果目標を重視した施策等の展開を図り、

その実施結果を検証・評価する「企画立案―実施―評価―改善」のいわゆるマネジ

メントサイクルを構築することにより、県民ニーズにどのように寄与したかという

成果を重視した、効果的・効率的な行政運営の実現を目指します。 

イ 職員の意識改革 

政策評価の作業を通じて、新たな課題を発見し、組織の目標や施策の成果、コス

トなどを意識しながら最適な手法を探すといった、顧客指向・成果指向・コスト指

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

ウ 県民への説明責任の徹底 

県民参加の前提となる施策の目的や内容、施策を実施した後の成果など施策の検

証に必要な情報を積極的に公表し、県民の意見を反映させる仕組みを構築すること

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（２）「課所掌の基本施策評価」の概要 

県庁内各課の取組について、予算編成段階（事前）と年度終了段階（事後）で点検を

行うことにより、予算の選択と集中を図るとともに、県庁内各課の政策形成能力を向上

させ、県政運営全般の改善を図ります。 

ア 評価対象 

  知事部局、水道局、企業庁、病院局、教育庁、委員会等事務局の課等を単位とし

て、「課の使命・役割」を明確にした上で、それらを達成するために１８９の基本

施策（課所掌の基本施策）を設定し、その実施結果について検証しました。 

 

部局名 課 等 基本施策 

総合企画部   ９  １４ 

総 務 部  １０  １３ 

健康福祉部  １０  １１ 

環境生活部  １１  １４ 

商工労働部   ８  １４ 

農林水産部  １４  ４１ 

県土整備部  １８  ２４ 

出 納 局   １   １ 

知事部局 計  ８１ １３２ 

改 善 
ＡＣＴＩＯＮ 

資源配分 
INPUT

 

企画立案 
ＰＬＡＮ 

実 施 
DO 

評 価 
CHECK

結果（成果） 
OUTPUT 

OUTCOME 

 

県 

民 

へ 

の 

公 
表 
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部局名 課 等 基本施策 

水 道 局   ６  １２ 

企 業 庁  １２  １７ 

病 院 局   １   １ 

教 育 庁  １２  １２ 

委員会等事務局  １３  １５ 

合  計 １２５ １８９ 

※委員会等事務局は、議会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、 

労働委員会及び海区漁業調整委員会の各事務局 

イ 評価の手順 

（ア）一次評価 

課長等が、次年度の基本施策を立案する段階（予算編成段階）で、方針、目標

等を設定する（事前評価）ほか、基本施策の実施年度が終了した段階で、方針の

妥当性、目標の達成度等を検証し、基本施策の改善・充実を図ります。 

（イ）二次評価 

部長が、一次評価に基づき、当該部全体の観点から各課の基本施策を総合的に

検証します。 

 

２ 事後評価の実施状況 

（１）事後評価の実施時点 

原則として、平成１７年５月時点の状況に基づいて、事後評価を実施しました。 

（２）施策全体の評価の総括 

基本施策の実施による成果や残された課題、目標の達成状況などを総合的に考慮し

て、基本施策に関する自己評価を総括しました。その結果、１８９の基本施策のうち、

施策目的の達成に向けて順調に進んでいるとした施策は８３施策、施策目的の達成に

向けて概ね順調に進んでいる（一部に課題がある）とした施策は１０５施策でした。

また、施策目的の達成に向けて困難な課題があるとした施策はなく、その他（事業の

取りやめ）とした施策が１施策でした。 
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区  分 施策数  

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる  ８３ ４４％ 

施策目的の達成に向けて概ね順調に進んで

いる（一部に課題がある） 
１０５ ５５％ 

施策目的の達成に向けて困難な課題がある   ０  ０％ 

その他   １  １％ 

合 計 １８９  

 

（３）評価指標の達成状況 

１８９の基本施策に設定した評価指標の数は６７８指標あります。このうち目標を

達成したものは４２９指標、目標をほぼ達成しているものは１５８指標、当初予定し

た目標の水準に達していないものは６１指標でした。また、データが把握できない等

の理由から判定になじまないとしたものは３０指標ありました。 

 

区  分 指標数  

目標を達成したもの（Ａ） ４２９ ６３％ 

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ） １５８ ２３％ 

当初予定した目標の水準に達していないもの

（Ｃ） 
 ６１  ９％ 

判定になじまないもの（－）  ３０  ５％ 

合 計 ６７８  

 

（４）一次評価における次年度以降の施策の方向性 

１８９の基本施策のうち、一次評価において次年度の方向性を「拡大」とした施策

は３７施策、「改善」とした施策は６１施策、「現状維持」とした施策は９０施策で

した。また、「縮小」とした施策はなく、「大幅に縮小」とした施策は１施策ありま

した。 
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 拡大 改善 現状維持 縮小 大幅に縮小 合 計 

施策数 ３７ ６１ ９０ ０ １ １８９ 

 １９％ ３２％ ４８％ ０％ １％  

 

（４）二次評価における次年度以降の施策の方向性 

二次評価において次年度の方向性を「拡大」とした施策は３６施策、「改善」とし

た施策は６５施策、「現状維持」とした施策は８７施策でした。また、「縮小」とし

た施策はなく、「大幅に縮小」とした施策は１施策ありました。 

 

 拡大 改善 現状維持 縮小 大幅に縮小 合 計 

施策数 ３６ ６５ ８７ ０ １ １８９ 

 １９％ ３４％ ４６％ ０％ １％  

 

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

基本的にコストも増加するもの。 
「改善」：内容を改善することにより、同じコストで活動量（成果）を拡大させるか、

または、同じ活動量（成果）を確保しながらコストの減少を図るもの。 
「現状維持」：基本的に活動量（成果）が変わらず、コストも変わらないもの。 
「縮小」：対象者の限定や内容の見直しなどにより、活動量（成果）を縮小させるもので、

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

少させるもので、基本的にコストも大幅に減少するもの（目安としてコストが前年

度と比較して３割以上減少）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 千葉県政策評価委員会からの意見 

（１）政策評価委員会からの提言について 

 平成１７年６月に政策評価委員会から、平成１６年度の委員会活動を踏まえ作成さ

れた「千葉県政策評価制度の定着・充実に向けた提言」をいただきました。 

その要旨は次のとおりです。 
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ア 現状分析 

 ・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は高い。 

 ・業務改善や予算編成とのリンクは、ほとんど行なえていない。 

 ・成果指標や定量的指標の設定などにおける評価技術は向上している。 

イ 今後の留意点 

 ・資源配分への活用も含めたマネジメントサイクルに対する意識の向上を図るべき。 

 ・成果指標の充実のためのデータ収集や優良事例の蓄積・周知などによる評価のレ

ベルアップを図るべき。 

 ・課長及び部局長の積極的な取組みと各部局主管課を中心とした推進体制の強化を

図っていくべき。 

（２）平成１７年度第２回政策評価委員会における主な意見について 

 平成１７年７月２０日に開催された政策評価委員会において、平成１６年度施策に

係る事後評価結果（２００４年アクションプラン：２施策、課所掌の基本施策：２施

策）について審議いただきました。その際、委員から出された主な意見は次のとおり

です。 

 ・指標がうまく設定されなければ、施策の総括もうまくできない。 

 ・目標の達成状況が「Ｃ」（当初予定した目標に達成していない）の場合に、その原

因が記載されていない。 

 ・評価の本質は分析である。分析を徹底して実施し、うまくできた、又は、できなか

った原因を追求してほしい。 

 ・「残された課題」と「今後の取組方法」が裏表の関係で記述されているなど、内容

が重複している。「残された課題」には、施策目的の実現に当たっての困難や問題

が記載されるとよい。 

 ・一次評価と二次評価の結果がほぼ一致している。二次評価が資源配分に活かされる

ならよいが、そうでないならば実施の必要性を含めて検討する必要がある。 

（３）政策評価委員会からの意見に対する今後の取組みについて 

 県では、政策評価委員会における意見を踏まえ、平成１６年度施策に係る事後評価

結果について、必要に応じて見直しを行いました。 

また、平成１８年度施策に係る事前評価の実施に当たっては、政策評価委員会から

の提言及び意見に十分留意するとともに、平成１６年度施策に係る事後評価による施
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策や事業の検証結果を十分考慮して、施策展開の検討を行ってまいります。 

 

４ 評価結果の公表 

 平成１６年度基本施策の事後評価結果については、すべての帳票及び評価結果の要約

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

務所、文書館、県庁企画調整課にも配置して公表します。 
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総　合　企　画　部

知事、副知事の秘書業務を迅
速かつ的確に行うこと。

Ａ

各プロジェクトにおける施策
推進の指標の達成率

Ｂ

「千葉県観光ビジョン(仮
称）」の策定

Ａ

ビジョンに掲げるプロジェク
トの具体化

Ｂ

観光客入込数 －

観光消費総額 －

健康生活コーディネートの実
施等各種システムの開発

Ａ

健康生活コーディネート事業
を実施する市町村数

Ａ

健康生活コーディネーターの
育成数

Ａ

健康生活コーディネートプロ
グラム参加者数

Ｂ

「健康づくりふるさと構想」
に基づく健康づくり事業の評
価・分析

－

（凡例）「達成状況」欄の考え方
Ａ…目標を達成したもの　Ｂ…目標を概ね達成しているもの　Ｃ…当初予定した目標の水準に達していないもの
－…データが把握できない等の理由から判定になじまないもの

｢千葉県観光ビジョ
ン(仮称)｣の策定・
促進
（戦略プロジェク
ト推進室）

知事、副知事の秘
書業務
（知事室）

知事、副知事の円滑な公務
の遂行

　経済産業省の平成１６年度健康サービス産
業創出支援事業のモデル事業として、健康づ
くりふるさと構想の推進に向けて概ね順調に
進んでいますが、一部に課題があります。
① 健康生活コーディネートシステムを予定
のスケジュールどおり開発し、
② 健康生活コーディネート事業実施市町村
数も目標を達成し、
③ 健康生活コーディネーターを当初の目標
数以上に育成したことなどにより、
一定の成果をあげることができましたが、健
康生活コーディネートプログラム参加者数は
目標に到達しませんでした。
　今後、本事業を全県に広めていくため、市
町村の拡大や民間事業者への展開を図ってい
く必要があります。

　戦略プロジェクトの総合的な推進は、おお
むね適切に実施しました。
　その理由としては、①各プロジェクト主務
課と連携しながら進行管理等を行い戦略プロ
ジェクトを推進したこと、②その推進状況を
踏まえながら、２００５アクションプランの
策定にあわせ、戦略プロジェクト案の策定作
業をすることにより、庁内横断的な施策の検
討が図られたこと、が挙げられます。

検証指標・手段
施策名

（課　名）

戦略プロジェクト
の総合的な推進
（戦略プロジェク
ト推進室）

「健康づくりふる
さと構想」の推進
（戦略プロジェク
ト推進室）

　健康生活コーディネート
事業による新しい健康づく
りの基盤整備を図るととも
に、健康福祉部と連携し
「健康づくりふるさと構
想」を推進します。

戦略プロジェクトを各部局
と連携しながら強力に推進
し、その実現を図ります。

　知事・副知事の日程調整、資料調整など概
ね順調に進んでいます。
　政策協議についても、知事と担当課との間
でよく調整機能を果たしました。

平成１６年度施策　課所掌の基本施策評価の実施状況（要約版）

目標の達成状況総括施策の目的
達成
状況

観光立県千葉の実現に向
け、県民、企業、団体等と
一体となって観光振興に取
り組む道筋を明らかにする
「千葉県観光ビジョン(仮
称）」を策定するととも
に、商工労働部や関係機関
と連携し、ビジョンの具体
化を促進します。

　「観光立県ちば推進ビジョン」をH16.10に
策定、公表し、当該ビジョンに記載された１
１のプロジェクトについて推進事業の設定を
行うとともに、「道路渋滞部会」の設置や、
基礎調査の実施などにより概ね順調に進んで
いますが、他のプロジェクト推進体制の整備
等の課題があります。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況

広報紙「ちば県民だより」を
「よく読む」人の割合

Ａ

広報番組「躍動ちば２１」の
視聴率、ビデオ提供

Ｂ

千葉県ホームページへのアク
セス件数

Ｂ

読みやすい（見やすい）、内
容がわかりやすいと評価した
人の割合

Ａ

「ちばづくり県民コメント制
度」を知っている人の割合

Ａ

県民ニーズや社会情勢の変化
に的確に対応する「ちばアク
ションプラン」を策定するこ
と

Ｂ

アクションプランの各施策に
掲げた目標を達成（達成度
Ａ）した割合

－

［政策評価制度］評価結果が
活用できたと思っている職員
の割合

Ｂ

［大規模公共事業等事前評価
制度］大規模公共事業等の事
業着手の妥当性について検証
し、適切な対応方針の決定を
図ること

Ｂ

［試験研究評価制度］制度の
運用により県民生活に貢献
し、産業振興に資する試験研
究の推進を図ること

Ｂ

千葉県国土利用計画・土地
利用基本計画に基づき、県
土の総合的かつ計画的な土
地利用を図ります。

土地利用動向調査、土地利用
現況把握調査、土地所有・利
用実態調査を期日までに確実
に実施した割合

Ａ

八都県市首脳会議、関東地方
知事会議、全国知事会議の提
言等に基づく国等への要望及
び意見表明

Ｂ

「国の施策・予算に対する提
案・要望」に対して国が措置
した割合

Ｂ

業務核都市等整備、首都圏整
備、都市再生モデル事業に係
る国への要望・提案回数

Ａ

各種施策の調査、大学と地域
の連携、愛知万博の催事の企
画・運営等に係る総合調整を
的確に実施すること

Ａ

効果的な広報・広
聴の推進
（報　道　監）

県民ニーズや社会情勢の変
化に的確に対応した戦略
的・重点的施策等を推進す
るために、関係者に対して
総合的な調整を行います。

「ちばアクションプラン」
に基づき、県民ニーズや社
会情勢の変化に的確に対応
するため戦略的・重点的施
策を推進します。

政策評価、大規模公共事業
等事前評価、試験研究評価
の各制度を適切かつ円滑に
推進することにより、マネ
ジメントサイクルを確立し
ます。また、職員の意識改
革を図り、県民への説明責
任を果たします。このこと
によって、徹底した情報公
開と県民参加による県政の
もと、県民ニーズに対応し
た効果的・効率的な県政運
営を実現します。

各種会議の提言等を通じた
国等への要望・意見表明や
国の施策・予算に対する提
案・要望により、県政の戦
略的・重点的施策を推進し
ます。

県民ニーズや社会
経済情勢の変化に
的確に対応した戦
略的・重点的施策
の総合的な調整及
び推進
（企画調整課）

県民が容易に県政情報を得
られ、いつでも県に意見や
提案が行える広報広聴活動
の充実を図ります。

　広報・広聴活動の推進については、計画ど
おり達成しました。

　県民ニーズや社会経済情勢の変化に的確に
対応した戦略的・重点的施策の総合的な調整
及び推進は、概ね適切に行われました。
　16年度においては、以下のとおり一定の成
果をあげることができましたが、一部に課題
が残っています。
・全国知事会議、八都県市首脳会議等を通じ
て、広域的課題等について国に働きかけを実
施した結果、地方税財源の充実強化について
は、概ね３兆円規模の税源移譲を含む三位一
体改革の全体像が決定されたほか、国と地方
の協議機関が常設されるなどの成果がありま
した。しかし、地方行財政の自立という視点
から見ると、改革は十分に進んでいない状況
です。
また、硫酸ピッチの不適正処理に対する一層
の規制強化については、廃棄物処理法が改正
され、平成16年10月27日から厳格な処理基準
が制定・施行されました。
・県政運営上緊急かつ重点的に取り組む重点
事項をとりまとめ、国の施策・予算に対する
提案・要望活動を行った結果、「成田国際空
港の機能充実」要望で北千葉道路が新規事業
化されるなど、一定の成果をあげましたが、
制度の創設要望等について実現されないもの
もあり、全要望項目の達成率は71％となりま
した。
・新規特区計画２つ、特区計画変更５つが認
定されたほか、２回行った特区提案では、計
16の規制緩和項目を提案し、うち７つが全国
対応で認められました。
・新規地域再生計画５つを申請し、すべて認
定を受けました。また、１回の地域再生提案
で、計３つの支援措置項目を提案した結果、
現行で対応可能２つ、対応不可１つとなりま
した。
・ちば2005年アクションプラン（案）の策定
作業をすることにより、庁内横断的な施策体
系の検討が図られました。
・政策評価制度では、16年度施策に対する事
前評価を実施し、評価結果を公表したほか、
17年度施策に対する事前評価を実施しまし
た。この結果、指標の設定を中心として評価
技術が向上しています。しかし、評価結果と
予算編成との効果的な連携を図れた所属は限
定的でした。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況

認定特区・地域再生計画に位
置付けられた（導入した）規
制の特例措置、及び支援措置
の総数

Ａ

特区計画で、規制の特例導入
した延べ市町村数（区域）

Ａ

市町村を申請主体とする特区
計画・地域再生計画の認定数

Ａ

地方分権推進に係る基本的な
考え方の構築

Ｂ

県内市町村との意見交換会の
開催

Ａ

分権フォーラムの開催 Ａ

庁議等及び部局横断的な調整
会議を的確に運営すること

Ｂ

総合企画部内の予算編成、組
織・人事管理を的確に実施す
ること

Ａ

外国人の日本語教育や日常生
活等を支援するNPO等によるモ
デル事業の実施件数

Ｃ

学校と地域が連携した外国籍
児童生徒の日本語学習支援活
動を推進するための講習会出
席者数

－

途上国に対する生活援助や物
資輸送、人材育成等の国際協
力を行うNPO等によるモデル事
業の実施件数

Ａ

相手国の経済発展に貢献する
人材を育成するための海外技
術研修員受入数

Ａ

民間国際交流団体数 Ｂ

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
ターの配信数

Ｃ

国際政策に関する企画・庁
内の総合調整やちば国際コ
ンベンションビューローと
の連携、防衛施設周辺地域
に係る連絡調整等を円滑に
行うとともに、非核・平和
事業の実施や各種団体との
連携協力関係を強化するこ
とにより、国際化を推進す
るための基盤を確立しま

庁内及び各種団体との調整・
連携会議開催数

Ａ

旅券発給を円滑に行い、利
便性の向上を目指します。

申請者の来所回数軽減のため
のｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる電子申請の実
施

Ｃ

地方分権時代に対応した本
県のあり方等地方分権の推
進に関する基本的な考え方
の整理・構築を行うととも
に、地方の自立を図るた
め、国や他の地方自治体の
動向等に適切に対応した具
体的な提言、意見表明等を
行っていきます。

特区・地域再生制度を活用
し、県の重点施策の展開を
加速化し、地域の活性化を
図るとともに、県内市町村
等に対し、特区及び地域再
生制度の普及啓発を進め、
市町村等における制度の活
用促進を図ります。

　国際化施策を概ね順調に推進することがで
きました。
　国際交流の推進については、国際交流、国
際協力の活動の裾野を広げるために、県民や
NPO等の参加の拡大に重点的に取り組みまし
た。その結果、ウィスコンシン州との交流で
は、民間主体の交流団体である「千葉ウィス
コンシン協会」が設立され、交流の裾野が拡
大されました。国際協力モデル事業では、民
間団体から優れた事業の提案が行われ、NPO
や県民の豊富な知識、経験、アイデアを生か
した国際協力が実施されたなど、一定の成果
をあげることが出来ました。
一方、外国籍県民が暮らしやすい環境整備に
ついては、外国籍児童生徒の日本語学習の実
態やニーズの把握に時間を要したため、教育
関係者やボランティアを対象とした講習会を
開催できませんでした。また、多文化共生モ
デル事業は、NPO等への周知が不十分であっ
たなどの理由により応募が無かったなど、次
年度以降に向けて課題が残りました。

総合企画部の各施策を着実
に推進するための支援を行
うとともに、県政の重点的
施策の実施に関して全庁的
な総合調整を円滑に行うこ
とにより、県政の一体性を
確保します。

千葉県のもつ優位
性や地域の特性を
活かした国際化施
策の推進
（企画調整課）

外国籍県民に対し、ともに
暮らす生活者の視点から、
言葉、教育、医療、情報
等、住みやすい地域づくり
の環境整備を進め、世界に
開かれた千葉県づくりを推
進します。

県民が主役となった国際交
流・国際協力や、その原動
力である人材育成の推進を
図り、世界に貢献し、情報
発信する千葉県づくりを進
めます。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況

千葉県三番瀬再生計画の策定 Ｂ

情報公開と住民参加を踏まえ
た継続的な観測・記録の結果
に基づき改善を図っていく手
法（順応的な管理）による事
業の実施

Ｂ

国の委託統計調査及び県単
独統計調査を定められた期
日までに確実に行います。

国の委託調査２０調査と県単
独調査６調査を期日までに確
実に行った割合

Ａ

統計課で提供している統計
データ数

Ａ

ホームページの統計データへ
のアクセス件数

Ａ

県庁各課で提供している統計
データを集約化した件数

Ａ

県内の水道事業体等が参画し
ている利根川水系水資源開発
施設等の整備進捗率

Ａ

工業用水の一部（1.7㎥/ｓ）
を水道用水に転用

Ａ

経営及び施設管理等に係る現
地指導・調査（知事所管３２
事業体）

Ａ

職員一人あたりの給水収益
（２８事業体）

－

危機管理マニュアルの策定状
況
（３２事業体）

Ａ

今後の県内水道のあり方に関
する方針策定のための検討

Ａ

三番瀬の自然環境
の再生
（企画調整課）

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）を設置しまし
た。
 また、県としての再生計画（基本計画案）
を作成し、計画の策定を進めているところで
す。
②　再生のための順応的な管理に必要となる
各種調査を実施しました。

　徹底した情報公開と住民
参加により行う政策提言型
の「千葉モデル」方式によ
る検討を踏まえて、再生計
画を策定し、三番瀬の自然
環境の保全と地域住民が親
しめる海の再生を目指す｡

各統計調査の適切
な執行及び統計
データの充実と利
用しやすい統計の
提供
（統計課）

千葉県ホームページで提供
している統計課の統計デー
タの更なる増加と早期更新
を図るとともに県庁各課で
提供している統計データの
集約化を図り県民に利用し
やすい統計の提供に努めま
す。

・国の委託統計調査及び県単独統計調査が適
切に実施されました。その理由として，定め
られた期日までに確実に行われています。
・県民に利用しやすい統計の提供の実現に向
けて順調に進んでいます。その理由として，
①ホームページのアクセス数が５７％増加し
たこと，②統計データの充実が図られた
（ファイル数で２６％増，県庁各課の統計
データの集約化により１１課３３項目が３５
課８３項目になった。）ことなどが挙げられ
ます。

安定した水源の確
保と県民への安全
な水の供給
（水政課）

　安定的な水源が早期に確
保できるよう国等との協議
を進めるとともに、既存水
源の有効活用を図ります。

　各水道事業体が効率的な
事業運営を進めるととも
に、県民が安心して飲める
安全な水の供給を目指しま
す。
　また、県内水道事業体の
水道料金や市町村財政負担
の格差是正、危機管理体制
の充実、水道未普及地域の
解消、経営基盤の強化等、
様々な課題の解決を目指し
ます。

　安定した水源の確保と県民への安全な水の
供給に向けて概ね順調に進んでいます。
　その理由として、
①「利根川水系水資源開発施設等の整備進捗
率」については、八ッ場ダム及び湯西川ダム
の基本計画の変更が１６年９月及び１１月に
それぞれ告示されるとともに、八ッ場ダムで
は吾妻地区で一般損失補償基準が１１月２６
日に妥結・調印がされたこと
②「工業用水の一部を水道用水に転用」につ
いては、関係水道事業体及び省庁等との協
議・調整の結果、１６年度は計画どおり４水
源施設の転用が行われるとともに、１６・１
７年度とも転用に必要となる国庫補助金につ
いて必要額の満額（１７年度は内示）を得る
ことができました。
③「経営及び施設管理等に係る現地指導・調
査」については、当初の予定以上の現地指
導・調査が行え、危機管理マニュアルについ
ても、知事所管水道事業体全てにおいて１６
年度中に策定されたこと
が挙げられます。
　しかし、「今後の県内水道のあり方に関す
る方針の策定のための検討」については、１
６年度は計画どおり市町村等と地域ごとに検
討会の場を設置し、協議検討を進めることが
出来ましたが、県内水道の望ましい形態の合
意を得るには至りませんでした。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況

成田国際空港を首都圏の国
際航空需要に対応できる十
分な機能をもった国際空港
とするため、本来の2,500ｍ
平行滑走路の整備を促進し
ます。

2,500ｍ平行滑走路の完成
遠距離便の利用が可能となり
ます。

Ｃ

成田国際空港周辺地域整備計
画進捗率

Ａ

Ａ滑走路・平行滑走路に係る
第１種区域に挟まれた地域内
の住宅防音工事事業補助実施
率

Ａ

環境対策・共生策の充実・実
現に向け覚書の内容を確認・
協議していきます。
・滑走路計画に関する事項
・運用等に関する事項
・騒音対策に関する事項
・地域振興に関する事項

Ａ

つくばと都心間の公共交通所
要時間

Ａ

つくばエクスプレスの走行試
験

Ａ

成田空港と都心間の鉄道所要
時間

－

成田新高速鉄道に係る環境影
響評価手続き

Ａ

県が出資する鉄道会社の営業
係数
※営業係数は、営業費用÷営
業収益で算出し小さい数字ほ
ど好成績であることを示しま
す

－

県が出資する鉄道の１日平均
乗車人員

－

バス路線の維持確保を図
り、利便性を向上させるこ
とにより、住民の生活を支
えます。

地域における乗合バス路線数 －

主要駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰの
設置割合

Ａ

乗合バス車両における低床化
車両の割合

－

空港周辺地域の振興を図る
ため、成田財特法の「成田
国際空港周辺地域整備計
画」に基づく事業を推進し
ます。
また、航空機騒音から住民
の生活環境を保全するた
め、防音工事等を推進しま
す。
さらに、国、県、空港周辺
９市町村及び公団で締結し
た「新東京国際空港公団民
営化に関する覚書」に明記
された環境対策・共生策の
実現に努めます。

･　国際拠点空港としての成田国際空港の機
能拡充については､困難な課題があるため進
展が見られない状況です。その理由として
は、空港内未買収地の用地交渉の難航が挙げ
られます。
･　環境共生策の推進については、概ね順調
に進んでおります。この理由として、①成田
国際空港周辺地域整備計画の目標進捗率を達
成できたこと、②住宅防音工事事業補助の申
請のあった全ての工事が実施できたこと、③
環境対策・共生策の充実・実現に向けた覚書
の内容を四者協議会の実務者会議で確認・協
議されたことなどが挙げられます。

国際拠点空港とし
ての成田国際空港
の機能拡充と環境
共生策の推進
（空港地域振興
課）

　公共交通機関による県民の利便性の確保・
向上に向けて概ね順調に進んでいます。
　この理由として、①つくばエクスプレスに
ついて、駅前広場や上下水道等沿線の整備や
バス路線の確保等を図り、１７年８月２４日
開業の運びとなったこと、②成田新高速鉄道
について、環境影響評価や基礎調査等の工事
着手前に必要な手続きが進められているこ
と、③県内の第３セクター鉄道について、平
均乗車人員は微減であるものの、その一方で
各社とも営業費用の削減を図り、営業係数が
やや改善していること、④バス路線の維持確
保・バリアフリー化の促進について、１６年
度の数値が判明していないものがあるもの
の、既に当初の目標値を達成していることな
どが挙げられます。

公共交通機関によ
る県民の利便性の
確保・向上
（交通計画課）

鉄道新線の整備を促進しま
す。
つくばエクスプレスは、常
磐線の混雑緩和、首都圏の
交通利便性の向上及び新た
な生活都市空間の創出に寄
与します。
特に県内沿線地域では、新
産業創出拠点の形成が期待
されます。
成田新高速鉄道は、成田空
港と都心を結ぶ空港アクセ
スの改善、千葉県北西部及
び首都圏北東部等から成田
空港への利便性の向上、成
田市と千葉ニュータウンの
機能連携の強化につながり
ます。

県内の第三セクター鉄道等
の円滑な運営を促進しま
す。
また、ＪＲ線など既設線の
利便性、快適性の向上を目
指します。

公共交通機関のバリアフ
リー化を促進し、誰もが安
心して移動し、平等に参加
できる社会を目指します。

13



検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況

審議会における女性委員の割
合

Ｂ

市町村男女共同参画計画策定
率

Ｃ

「ちば女性チャレンジプラン
(仮称)」の策定

－

地域における配偶者暴力相談
支援センターの整備

Ａ

県が関与するＤＶ被害者支援
に係る研修の受講者数

Ａ

意欲と能力のある女性が
様々な分野で挑戦し、活躍
できるような社会の実現を
目指します。

ＤＶ被害者一人ひとりが、
どこでも、安全で平穏な生
活をおくることができるよ
うな社会環境を整備しま
す。

男女共同参画社会
の実現
（男女共同参画
課）

　男女共同参画社会の実現に向けて概ね順調
に進んでいますが、一部に課題があります。
　地域における配偶者暴力相談支援センター
の整備や県が関与するＤＶ被害者支援に係る
研修の受講者数は目標数値を達成することが
できました。
　しかし、審議会における女性委員の割合や
市町村男女共同参画計画策定率は、着実に伸
びているものの、目標の達成に向けては、よ
り一層の取組が必要と考えられます。
　なお、男女共同参画社会の実現には、取組
に対する地域差や性別による固定的役割分担
意識が強く影響しています。
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総　務　部　　

組織・機構の再編・整備、
民間能力の活用等により、
県行政のスリム化を実現し
ます。

千葉県行財政システム改革行
動計画の推進

Ａ

千葉県行財政システム改革行
動計画の推進

Ａ

総務部内の予算編成及び全庁
の組織体制や人員配置、給与
制度の適正化等を的確に行う
こと

Ａ

総務部の各施策が着実に進む
ように必要な調整等を的確に
行うこと

Ａ

歳出削減及び歳入確保に向け
た取り組み

Ｂ

予算の枠配分方式の充実 Ｂ

ひらかれた県政と県民参加
の推進、事務事業の評価と
見直し、人事システムの転
換等による新しい行政シス
テムの構築を図ります。

　財政の健全化の達成に向けて概ね順調に進
んでおり、１６年度決算は、黒字となる見込
みです。しかしながら、満期一括償還積立金
について積み立てを一部を見送るなど、危機
的な財政状況を脱したとはいえない状況で
す。

県庁経営改革の断
行
（総務課）

内部管理業務、総
務部関係政策の立
案・調整など
（総務課）

施策が着実に進むように必
要な調整等や適切な業務執
行が図られる対策を講じる
とともに、適正な人事給与
制度を実現していきます。
更に、限られた人員を重点
的に配置することで、アク
ションプランを強力に展開
し、自立性と特色ある県政
が進められるようにしま
す。

　内部管理業務、総務部関係政策の立案・調
整などは順調に進んでいます。
　その理由としては、①退職時特別昇給の廃
止、農林漁業普及指導手当の見直しなど、社
会経済情勢等の変化に即応した給与制度の見
直しや、適切な人員配置によりアクションプ
ラン等が着実に展開されていること、②関係
部局や部内での調整により、必要な連携が的
確に行われ、部の施策が着実に進んでいるこ
とや文化の日表彰の功労区分の見直し等を進
めたことなどが挙げられます。

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

　県庁経営改革の断行の実現に向けて順調に
進んでいます。
　この理由としては、①新たに県民センター
を設置し、地域に密着した事務や、地域特性
から生じる課題に迅速に対応できるようにし
たこと。②総務ワークステーションを設置
し、本庁及び全出先機関の職員の人事給与や
福利厚生等の内部事務を集約化し、民間と共
同で処理することで経費の削減を図ったこ
と。③目標チャレンジプログラムの試行によ
り、業務の方向性や仕事の実施水準が明らか
になり、職員の意識改革が進んでいること。
④千葉県行財政システム改革行動計画につい
て、14年度から16年度の3年間に105の改革事
項のうち、出先機関の再編、公社等外郭団体
の見直し、職員数の削減などおおむね8割の
項目で成果が挙がるなど改革が順調に進んで
いることなどが挙げられます。

財政の健全化
（財政課）

「財政再建プラン」の着実
な推進、予算の枠配分方式
による身の丈に合った予算
編成等を通じて財政の健全
化を図っていきます。
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目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

財政の健全化に資するた
め、未利用県有地の積極的
な売却処分の促進等を図り
ます。

売却金額 Ａ

物品等の調達手続きの透明
性、競争性の向上を図ると
ともに、調達価格の低廉化
及び事務の効率化を図りま
す

電子入札件数 Ａ

老朽化及び狭隘化している
現県警本部庁舎について、
県庁南庁舎用地に建設しま
す

県警本部新庁舎の建設 Ａ

庁舎等の適正な維持管理 Ａ

県税収入の確保 Ａ

県税滞納額の縮減 Ａ

　税収の確保については、目標を達成したと
考えます。
　その理由として、
①平成16年度県税収入の決算見込額は6,478
億円であり、平成16年度最終予算額を４億円
上回る額を確保したこと、
②17年度に繰り越される16年度の滞納額は、
前年度を10億円下回る288億円となったこと
があげられます。

課税業務を適正に処理し円
滑な業務執行に努めるとと
もに、滞納額の多い個人県
民税と滞納件数の多い自動
車税を中心とした滞納額の
縮減に努め、併せて県税収
入の確保を図ります。

　県有財産等の維持管理の実現に向け順調に
進んでいます。
　その理由として
・ 未利用県有地の売却については、入札制
度の改善や入札回数の増加などを行い、目標
を達成することができた。
・ 電子入札の導入については、システム開
発を完了し、本格稼動に向け順調に進んでい
る。
・ 県警本部新庁舎の建設については、解体
予定の南庁舎入居組織の仮移転先を確保する
ことができた。
等が挙げられます。

県有財産等の維持
管理
（管財課）

本庁舎等の維持管理、公用
車の運行管理を適正に行い
ます。

税収の確保
（税務課）
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目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

普通会計決算において実質収
支が赤字の団体を出さないこ
と（赤字団体数）

Ａ

自主財源の確保状況として、
市町村3税の徴収率

Ｂ

個人情報保護条例の制定市町
村数

Ａ

合併重点支援地域の指定を受
けた団体数

Ａ

分権新時代・市町村総合補助
金の執行状況（予算額及び実
績）

Ａ

県、市町村及び住民等との連
携による取組事例の増加

Ａ

・その他の事業・事務（内部管理及び住民基
本台帳ネットワーク事業等）を概ね適正に実
施いたしました。
　なかでも個人情報保護条例の制定について
は、平成17年3月31日現在77市町村中76市町
村が制定済で、残る1町についても平成17年6
月に制定の見込みであり、順調に進展してき
ているところです。

県政情報の公表に関する要綱
に基づく公表件数

Ａ

累積した異議申立案件の処理 Ａ

有償頒布行政文書の頒布場所 Ａ

県民が公開条例に基づく開
示請求によるまでもなく、
容易に県政情報を入手でき
るよう保有する情報を積極
的に公表するとともに、適
正かつ円滑に開示請求事務
を遂行して県民の要請に答
えます｡また累積した異議申
立案件の削減も図ります。

　情報公開の推進に向けて、概ね順調に進ん
でいます。
　その理由として、主要事業として取り組み
ました情報公開制度の改善では、情報公開条
例の改正を実施したこと、また県政に関する
情報を積極的に提供する施策である ①「県
政情報の公表に関する要綱に基づく公表件
数」が基準年（14年度）より６４％増加した
こと、②「有償頒布行政文書の頒布場所」が
基準年（14年度）より11倍増加したことなど
が挙げられます。
また、本県の情報公開制度の円滑な運営に支
障となっております ③「累積した異議申立
案件の処理」が16年度末では２３３件に減少
し、状況は大幅に改善されております。

市町村が政策立案能力の
向上を図り、地域の特色を
生かした地域づくりを実施で
きること。

情報公開の推進
（政策法務課）

市町村に対する助
言・支援
（市町村課）

・市町村の行財政基盤の強化に向けて概ね順
調に進んでいますが、市町村財政は、歳入面
では長引く景気の低迷による市町村税の伸び
悩みや国の三位一体改革等による影響等で厳
しい状況におかれ、歳出面では扶助費や公債
費等の義務的経費が増加傾向等にあることか
ら、財政運営が非常に難しい状況にありま
す。そのようななか、市町村が抱える財政運
営上の問題点等を市町村からの照会及び各種
調査集計業務等から的確に把握し、市町村が
適切な解決策を講じられるように助言等を
行ったため、普通会計決算の実質収支赤字団
体を出さないことができる見込みです。ま
た、歳入の市町村3税の徴収率についても、
市町村が抱えている困難事案に対する助言、
並びに税務課と協力し県税務職員の派遣及び
県税事務所への市町村職員の研修を行った影
響もあり、前年度徴収率を下回らない状況と
なりました。
・自主的な市町村合併の推進に向けて概ね順
調に進んでおります。14地域58市町村（合併
により55市町村に減少）を合併重点支援地域
に指定し、11地域35市町村の合併により、県
内の市町村数は、80市町村（33市42町5村）
から、平成18年3月末には、56市町村（36市
17町3村）に再編されることとなり、本県と
しても分権型社会の基盤となる足腰の強い基
礎自治体の形成に向けて一定の成果があった
ものと考えております。一方で、法定協議会
の設置に至りながら合意に至らず、協議会を
解散した地域が10件（うち5件は枠組再編の
上復活）あり、必ずしも十分に進んだとは言
えず、今後も引き続き自主的な市町村合併を
推進していくことが必要であると考えていま
す。
・市町村の自主的・創造的施策展開の促進に
向けて概ね順調に進んでおります。分権新時
代・市町村総合補助金については、補助対象
全ての団体に総合補助金を交付（71団体）し
ました。また、県、市町村及び住民等との連
携による取組事例については、自治体政策交
流会議の開催、市町村からの相談への現地訪
問も含めた対応などを実施いたしました。こ
れらの取組により、地方分権社会を支える市
町村が、地域の特性を活かし、自立した主体
的な行政運営が行えるよう支援し、住民サー
ビスの向上を図ることができたと考えており

住民に最も身近な基礎的自
治体である市町村が、行財
政の健全化を図り、住民
ニーズに対応した施策を効
率的・効果的に実施できる
こと
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目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

条例化が必要となる案件の調
査

Ａ

条例化指針の策定 Ａ

条例化指針に基づく条例化 Ｃ

法務的政策評価の検討 Ｃ

組織横断的な法務施策の策定
に対する支援

Ａ

政策法務研修（新任研修） Ａ

政策法務研修（基礎コース） Ａ

政策法務研修（応用コース） Ａ

基本的な法律図書の共有化シ
ステムの構築

Ｃ

政策法務マニュアルの作成
（公用文作成の手びきの改
訂）

Ｂ

庁内向けニュースレターの発
行

Ａ

市町村の政策法務研修 Ａ

市町村が抱える課題解決のた
めの検討

Ａ

政策法務の実践
（政策法務課）

○ 対内的政策法務の実践
地方分権改革の進展に伴
い、政策法務の必要性が高
まっています。しかし、県
庁内部の意識はいまだに縦
割りであり、ひとつの自治
体として組織横断的、総合
的な取組を構想する発想は
定着していません。そこ
で、自立的に分権を推進す
るための考え方の枠組みと
しての政策法務を県庁内に
普及することにより行政課
題に対して総合的かつ自立
的に対応する能力を向上
し、分権推進型行政の実現
を図ります。

○ 対外的政策法務の実践
分権改革の進展に伴い、地
方公共団体は、自立的に法
を解釈・運用し、また、場
合によっては裁判に対応す
ることを求められていま
す。そこで、県民、事業者
等と法関係を持つ作用に関
する条例等について県庁内
各課の支援を行います。ま
た、市町村の分権推進型行
政の実現のために、政策法
務や職員の能力の向上のた
めの支援を行います。

「政策法務の実践」に向けて概ね順調に進ん
でいますが、一部に課題があります。
・概ね順調に進んでいるといえる理由
　16年度に予定していた、条例化を必要とす
る事項に関する調査と整備方針の策定につい
ては、「条例等整備方針」が策定され17年1
月から施行段階に入りました。
　16年度中に成立した次の条例について、組
織横断的な法務施策の策定に対する支援を実
施しました。
①千葉県企業立地の促進に関する条例（17年
2月）
②千葉県個人情報保護条例の一部を改正する
条例(17年2月)
③千葉県情報公開条例の一部を改正する条例
（16年12月）
④千葉県青少年健全育成条例の一部を改正す
る条例（17年2月）
　　　また、16年度の政策法務委員会におい
て政策法務重要案件指定を受けて、立法事実
及び条例の骨格を検討したものとして「（仮
称）千葉県森林の開発行為の適正化等に関す
る条例」・「（仮称）千葉県障害者差別をな
くすための条例」・「（仮称）千葉県動物の
愛護及び管理に関する条例」があります。
　16年度の政策法務研修に関しては、基礎
コースに受講者が予定数集まらなかったほか
は、順調に実施しました。
　16年度の庁内向け政策法務ニュースレター
については、6回開催された政策法務委員会
に対し、4回の発行に留まりました。しか
し、当初、季刊を考えておりましたので、県
庁ホームページへの登載と併せて予定以上の
成果を上げていると思われます。
　このほか、市町村の政策法務研修について
は、山武郡市広域行政組合及び香取広域市町
村圏事務組合において実施したほか、依頼に
より八千代市においても実施しましたので、
目標以上の達成状況といえます。
　市町村が抱える課題解決のための検討につ
いては、１市から政策法務組織の編成につい
て相談があったため、これに応じましたの
で、目標を達成しているといえます。
・一部に課題がある理由
法務的政策評価（法制評価）については、業
務の下流にあたる審査法務の処理能力が限界
に達していることから、ただちに着手するこ
とが困難な状況です。
基本的な法律図書の共有化システムについて
は、緊急の課題ではないため、財政状況の改
善を待つこととしました。
政策法務に関するマニュアルについては、政
策法務研修における予習資料として簡易なも
のを１７年度当初に整備する予定です。その
後、段階的に整備する予定です。
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目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

　私立学校等に対し助成す
ることにより，教育条件の
維持向上，修学上の経済的
負担の軽減及び経営の健全
化を図ります。

私立学校助成事業 Ａ

　学校法人等の会計等が適
切に処理され，自律的な学
校運営を図ります。

学校法人等に対する検査指導
件数

Ａ

　宗教法人法に基づき宗教
法人に係る適正な認証等を
行います。

規則認証に当たっては，宗教
団体としての適切な運営につ
いて確認します。

Ａ

地域防災計画の修正 Ｂ

油流出事故対策の充実（マ
ニュアルの見直し）のための
検討会の開催

Ａ

被災者住宅再建支援制度の創
設

Ａ

自主防災組織の組織率の向上 Ｂ

防災情報システムの基本設
計・無線の実施計画の策定

Ａ

県及び市町村における備蓄の
強化

Ａ

石油コンビナート大規模災害
時における広域連携の確立
（泡消火薬剤の融通等）

Ａ

市町村が行う消防施設・設備
等の整備に対する助成

Ａ

救急救命士の養成 Ａ

防火対象物関係者に対しての
設備等点検・報告制度及び防
火管理制度の啓発指導

Ａ

防災体制の充実強
化
（消防地震防災
課）

私学教育の振興及
び宗教法人の認証
（学事課）

　私学教育の振興及び宗教法人の認証を適切
に実施しました。
　私学助成事業として、一般経常費補助等の
事業を実施するとともに、学校法人等に対し
検査指導を行いました。その結果、県内高校
在学者の31.9％、県内幼稚園在園児の86.5％
が在学（園）する私立学校の財政基盤の安定
と教育の充実が図られるとともに、学校法人
等の会計等が適切に処理され自律的な学校運
営が図られました。
　宗教法人の認証についても、認証要件や団
体の実体を詳細に審査することにより適切に
実施しました。

大規模災害やテロ、建築物
の高層化などにより、消防
需要は複雑化・多様化して
います。こうした消防需要
に的確に対応し、時代に即
応した消防力の強化を図る
とともに、救急救命士を養
成し、県民の救命率の向上
を図ります。
また、小規模雑居ビル等の
消防用設備等の適切な維持
管理及び防火管理を確保し
ます。

　防災体制の充実強化に向けて順調に進んで
います。
　この理由として、①地域防災計画の修正へ
向け、15年度に続いて千葉県防災懇談会を開
催し、連携に重点をおいた修正へ反映させる
ための意見をまとめたこと、②油流出事故対
策の充実（マニュアルの見直し）のための検
討会の４回開催、③被災者住宅再建支援制度
が創設され、県でも基金の拠出を行ったこ
と、④自主防災組織の組織率が低い地域の市
町村に対し、自主防災組織の必要性や、市町
村における自主防災組織支援のための指針な
どの説明を行い、積極的な組織の育成を促し
たこと、⑤防災情報システムの基本設計及び
無線の実施計画の実行、⑥石油コンビナート
に係る泡消火薬剤の融通体制の実現、⑦市町
村消防の施設・設備整備への助成の実行、⑧
救急救命士５８０人の養成、⑨防火対象物関
係者に対しての設備等点検・報告制度及び防
火管理制度の啓発指導３,４７７箇所実行な
どが挙げられます。

災害、被害を最小限に食い
止めるには「自らの身の安
全は自ら守る」「自分達の
まちはみんなで守る」とい
う、「自助」と「共助」が
最も重要であることから、
防災関係機関はもちろんの
こと、県民をはじめ、NPO、
ボランティア、事業者が協
働した効率的な防災体制の
確立を図ります。
特に、石油コンビナート地
区は、ひとたび事故が発生
すると大規模な災害に拡大
するおそれがあることか
ら、国、県、市及び企業の
一体的、有機的な防災体制
の確立を図ります。
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目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

様々な危機から県民の暮ら
しを守る体制の充実強化を
図ります。

警察、消防、自衛隊及び県で
構成する千葉県危機管理四者
連絡会議等の開催

Ａ

インターネット世帯普及率 Ａ

ブロードバンド契約数世帯比
（DSL、CATV）

Ａ

「24時間・365日」いつで
も、誰でも、行政サービス
が受けられる電子自治体の
構築を推進します。

電子申請・届出受付事務可能
件数

－

人事、給与、財務等の基幹
業務システムの安定稼動に
努めます。

ホストコンピュータ及び
ネットワークの安定稼動を
目指します。

共済宿泊施設の運営の効率
化 運営の適正化 Ａ

職員の健康の維持
健康診断事業の実施 Ａ

職員住宅の適正な管理運営
管理戸数の適正化 Ａ

給与等の内部事務の集中処
理 運営の適正化 Ａ

職員の福利厚生等
の展開
（総務ワークス
テーション）

　危機管理体制の充実に向けて順調に進んで
います。
　この理由として、①危機管理四者連絡会議
など関係機関との会議を開催し、自衛隊や警
察、消防、県における役割などについて意見
の交換をおこない、千葉県国民保護計画の策
定に向けた取組みが進捗したこと、②県の全
部局において、危機対応マニュアルの策定や
訓練の実施をおこない、部局の横断的な連
携、連絡体制の確認ができたことなどが挙げ
られます。

ホストコンピュータ処理業
務・
オンラインの完全停止件数

ＩＴ政策の企画・立案・推
進を図り、また、通信事業
者やＮＰＯ、市町村等との
協働により地域情報化を推
進します。

Ａ

　ＩＴ化の推進の実現に向けて順調に進んで
います。
　この理由として、①高速インターネット接
続可能地域（ＡＤＳＬ）が１９３局から全局
（２０８局）に拡大したこと、②県における
電子入札システムの開発が完了したこと、③
電子自治体共同運営協議会を設置し、電子入
札システムの導入にあたって大部分の事務の
標準化を終えたことなどが挙げられます。

　職員の福利厚生等の展開については、事業
計画に沿い順調に進んでいます。
①職員の健康管理については、予定の事業を
実施するとともにメンタルヘルス対策事業に
ついても、新たな事業を実施しましたが、更
に健康診断未受診者についても減らすように
努めています。
②給与等の内部事務については、計画どおり
事務の集中化を図り、経費の削減に努めまし
たが、更に対象機関を拡大する等コストの削
減に努めています。

ＩＴ化の推進
（情報政策課）

危機管理体制の充
実
（消防地震防災
課）
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健康福祉部　　

ちばハートフル・ヒューマン
フェスタ参加者数

Ａ

人権啓発ビデオ貸出本数 Ｂ

人権啓発資料の作成部数 Ａ

人権啓発の放送広報回数 Ｃ

人権啓発の新聞等広報回数 Ａ

当事者を含めた県民と協働
による健康福祉施策の立案
（健康福祉千葉方式の推
進）

「健康福祉千葉方式」による
作業部会等による検討

Ｂ

①誰もが、②ありのまま
に・その人らしく、③地域
で暮らすことができる社会
の実現

中核地域生活支援センターの
設置

Ａ

施策名
（課　名）

　人権啓発の推進を概ね適切に実施しまし
た。その理由として、①ちばハートフル・
ヒューマンフェスタの参加者が１，２７５人
となり、人権に対する理解を推進できたこ
と、②人権啓発資料を１１，０００部作成
し、研修会や講演会等で活用し、人権に対す
る理解を推進できたこと、③新聞等による人
権啓発広報の実施により、県民に幅広く啓発
を行ったことなどが挙げられます。一方、人
権啓発ビデオの貸出は、前年度には実績がな
かった保育園、幼稚園、小学校等に計４７本
のビデオを貸出し、大幅に増加したところで
すが、全体では前年度と比べて５本の増加に
とどまりました。また、テレビ、ラジオによ
る人権啓発広報は、前年度と同じ回数しか実
施できなかったため、人権啓発の推進には不
十分の状況です。

人権啓発の推進
（健康福祉政策
課）

「千葉県人権施策基本指
針」に基づき、県民、企
業、関係団体など社会の構
成員全ての参画と協働によ
り、すべての人の人権が尊
重される社会の実現を目指
します。

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

　当事者を含めた県民と協働による健康福祉
施策の立案（健康福祉千葉方式の推進）につ
いては、概ね順調に進んでいます。
　健康福祉部においては、①子ども、障害
者、高齢者等の対象者を横断的に捉えた施策
展開を図る。②施策の企画段階から、当事者
を含めた県民と行政が協働し、一体となって
施策展開を図るという２つの特徴をもった
「健康福祉千葉方式」を推進しており、平成
１６年度においても、千葉県地域福祉支援計
画の推進や「ちば２００５アクションプラ
ン」の策定にあたって作業部会を設置し、委
員を公募し、県民と協働して施策を検討しま
した。
　①誰もが、②ありのままに・その人らし
く、③地域で暮らすことができる社会の実現
については、中核地域生活支援センターの設
置という指標については、ほぼ達成できまし
た。
　中核地域生活支援センターは、この目的を
達成するために、民間サイドの福祉サービス
の拠点として、一人ひとりの状況に合わせ
て、福祉サービスのコーディネート、福祉の
総合相談、権利擁護を２４時間、３６５日体
制で行っています。平成１５年１２月から２
カ所に設置していましたが、１６年１０月か
ら１４圏域　１３カ所（１７年４月から１４
圏域１４カ所）で開設しました。

内部管理業務、健
康福祉政策の立
案・調整・推進
（健康福祉政策
課）
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

地域福祉フォーラムの設置の
支援

Ｂ

ちば先駆的・モデル市町村と
の協働

Ａ

県民の地域生活を支援する事
業の振興（パーソナルアシス
タンス支援全県下展開事業）

Ａ

ホームレス自立支援のための
実施計画の策定

Ａ

ちば福祉サービス評価システ
ムの構築

Ｂ

ちば・ウエルナビの情報提供
内容の拡充

Ａ

健康福祉千葉方式による市町
村地域福祉計画の策定

Ｂ

痴呆介護実務者研修の開催 Ａ

千葉県人材育成プログラムを
開発のための検討会議の設置

Ａ

健康福祉センター及び市福祉
事務所に対する法施行事務監
査

Ａ

　｢地域福祉の円滑な推進｣の達成に向けて順
調に進んでいます｡「新たな地域福祉像」の
実現に向け、県民と行政が協働で設置した作
業部会・研究会による検討成果やネットワー
クが、目標達成のための施策群（県民の地域
生活を支援する事業の振興、ホームレス自立
支援計画の策定、ちば福祉サービス評価シス
テムの構築、健康福祉情報提供機能の拡充、
人材育成プログラムを開発のための検討）の
施策展開を加速化させ、目標達成に寄与しま
した。

地域福祉の円滑な
推進
（健康福祉指導
課）

高度化、多様化する県民の
福祉ニーズに的確に対応し
ていくため、痴呆介護実務
者研修などを充実し、福祉
に携わる者の資質向上に努
めます。

①誰もが、②ありのまま
に・その人らしく、③地域
で暮らすことができる社会
の実現

生活保護法の適正実施を推
進するため、健康福祉セン
ター及び市福祉事務所にお
ける法施行事務監査を行
い、適正な実施に向けた指
導を強化します。
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

地域リハビリテーション支援
センター数の増加

Ａ

基本健康診査受診者の増加 Ａ

女性のための健康相談 Ｂ

保健医療従事者の研修 Ａ

女性のための健康教室 Ａ

基礎データの収集分析 Ａ

住民に最も身近な市町村が
健康増進計画を策定し、計
画に基づいた健康づくり施
策が積極的に展開されるよ
う促進します。

策定時期未定市町村の減少 Ｂ

定期予防接種率 Ａ

感染症の集団発生件数 Ｂ

重症難病患者入院受入れ協力
医療機関数

Ｂ

難病患者等ホームヘルパー
養成数 Ａ

県民の総合的な健
康増進施策の推進
（健康増進課）

健康を増進し疾病の発生そ
のものを予防する「一次予
防」に重点を置き、平均寿
命の延伸、健康寿命の延
伸、生活の質の向上を目指
し、生活習慣病の早期発
見、がん対策、地域リハビ
リテーション体制整備の推
進、禁煙・分煙対策の推
進、個別健康メニュー提案
事業等を行います

SARSや高病原性鳥インフル
エンザなどの新たな感染症
の出現が、県民の健康生活
にとって大きな脅威となっ
ています。
これら新感染症を含む感染
症対策については、関係す
る機関と連携し、発生の予
防、まん延の防止、医療提
供体制の整備等、事前対応
型の施策を推進します。

女性の健康支援を総合的･体
系的に推進するため、健康
福祉センターにおける健康
相談、保健医療関係者等を
対象とした研修会等を実施
し、地域における支援ネッ
トワークの構築に努めま
す。また、女性の健康に関
するデータの収集及び分析
をするため、疫学調査を実
施します。

多くの難病患者は、その疾
病の有する特性から長期の
療養を余儀なくされている
状況にあります。
これらの方々の、安定した
療養生活の確保と患者・家
族の生活の質の向上を図る
ため、療養上の適切な支援
を行います。

　県民の総合的な健康増進施策の推進につい
ては、概ね順調に進んでいます。
　この理由として、
１　寝たきりを防止するための地域リハビリ
テーション整備については、支援センターを
新規２か所を指定することにより、６か所と
し，計画どおり実施しました。また、基本健
康診査の受診者の増加により、県民が自主的
に取り組む健康づくりの意識の向上が図れま
した。
２　女性のための健康相談は、相談者数が
12％減少したものの、アンケートによれば、
相談者が満足を得られ一定の成果を得ていま
す。健康教室は、前年度比、回数1.8倍、参
加数2倍強と飛躍的に増加し予定をはるかに
上回る達成となりました。保健医療従事者の
研修は出席者延数は目標値を17%上回る結果
でした。基礎データの収集分析は16年度から
の調査を含め14年度から延べ８調査で計画ど
おり実施しました。
３　健康増進計画の策定時期が未定の市町村
についても、計画を策定していない市町村に
対し、各健康福祉センターが､情報提供､計画
策定などの指導を行ったこと等により、前年
度より11市町村減少しました。
４　感染症対策については、事前対応型の施
策の推進に向けて、保健所及び医療機関等の
担当者を対象に研修会を開催することなどに
より、概ね適切に実施しました。医療供給体
制の整備については、第１種・第２種感染症
病床数が一部不足している状況です。
５　重症難病患者入院受入れ協力医療機関に
ついては、10医療機関で推移していますが､
これらの医療機関においては、協力医療機関
と病院、また協力医療機関と診療所の連携を
推進しているところであり、これらの病院等
に対し、重症難病患者の入院受入病院等とし
ての協力を要請していくこととしています。
　また、難病患者等ホームヘルパーについて
は、目標の養成数を確実に達成できる状況に
あること
などが挙げられます。
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

保育所入所待機児童数 Ｂ

地域子育て支援センター数 Ｂ

ひとり親家庭等日常生活支援
事業実施市町村数

Ｃ

児童虐待の発生予防・早期
発見・早期対応

児童虐待防止市町村ﾈｯﾄﾜｰｸ Ｂ

社会的児童養護体制の整備

里親の充実（里親の数） Ｂ

先天性代謝異常等の早期発見
の為の健診率の向上

Ｂ

１歳6ヶ月児健診の未受診者
のフォロー（受診率）

Ｃ

3歳児健診の未受診者のフォ
ロー（受診率）

Ｃ

特別養護老人ホームの整備
（特別養護老人ホームの入所
定員数）

Ｂ

認知症高齢者
グループホームの整備
（グループホームの利用者
数）

Ａ

高齢者福祉の推進
（高齢者福祉課）

　老人福祉施設及び在宅福祉の充実について
は概ね目標を達成しました。また、介護予防
や自立生活を実現するための生きがい対策に
ついては、必要な環境づくりに努めました
が、なお一層の取り組みが求められていま
す。

高齢化が進展する中で、特
別養護老人ホーム等の介護
保険施設を利用する要介護
状態の高齢者が増加してい
ます。このサービスの需要
に応えるとともに、地域の
中で高齢者が安心して暮ら
せるようにするため、要介
護状態になったり、状態が
悪化することがないように
する介護予防施策や自立し
た生活を確保するために必
要な支援等を行います。

児童福祉の推進
（児童家庭課）

地域全体で子育てを支援す
る社会の実現

子どもの心身の健やかな成
長や発達の支援

１　地域全体で子育てを支援する社会の実現
　保育所待機児童数が増加傾向から１９９人
減少したことや、地域子育て支援センターが
１６か所増加するなど、保育所待機児童の解
消や地域子育て支援センターの設置促進につ
いて一定の成果を上げることができました。
　また、日常生活支援事業の全市実施の達成
に向けては、子育て等の支援を行う家庭生活
支援員に資格要件及び講習の受講が必要と
なったため、支援員の選定等が困難な課題と
して挙げられますが、県としては、市町村会
議等あらゆる機会を通じて呼びかけるなど、
拡大に努めます。
２　児童虐待の発生予防・早期発見・早期対
応
　児童虐待防止市町村ネットワークの設置市
町村数は、平成１５年度は前年度比で２か所
の増でしたが、平成１６年度は６か所増加し
ており、一定の成果をあげることができまし
た。
　これは、研修会や連絡会議で設置を働きか
けてきたことと、児童福祉法改正により、平
成１７年度から市町村も児童相談を受けるこ
ととなったことも増加の理由と考えられま
す。
３　社会的児童養護体制の整備
　里親制度の充実を図った結果、里親の数
は、目標をほぼ達成（９５％）しました。
４　子どもの心身の健やかな成長や発達の支
援
　先天性代謝異常等の早期発見のための健診
率については、医療機関や母子健康手帳等の
交付時などで健診の普及啓発が徹底されてき
ているため順調に推移しています。
　１歳６か月児健診及び３歳児健診について
は、前年度の受診率を維持していますが、未
受診者のフォローについては１歳６か月児健
診で約４０％、３歳児健診で約４２％が未実
施の状況です。核家族化や働く親の就労形態
等の問題から、その後の訪問や電話等による
健診後の状況把握が困難となっています。
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

第三次千葉県障害者計画の策
定

Ａ

障害者就労支援事業 Ｃ

身体障害者更生援護施設数 Ｃ

知的障害者援護施設数 Ｃ

精神障害者社会復帰施設数 Ｃ

補助犬の育成給付 Ａ

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

Ｂ

精神障害者退院促進支援事業
（訓練実施者）

Ｂ

ＩＴ基礎技能講習 Ａ

短期入所及びデイサービスの
事業所数

Ａ

ホームヘルパー及びガイドヘ
ルパー養成数

Ａ

グループホーム及び生活ホー
ム等入居者数（定員）

Ｂ

保険者に対する個別実地指導
回数

Ａ

第三者評価モデル事業実施事
業所数

Ａ

障害者福祉の充実
（障害福祉課）

　誰もが、ありのままに・その人らしく地域
で暮すことができる「新たな地域福祉像」を
目指した障害者福祉の充実に向けて、各事業
とも順調に進んでいます。施策を構成する一
部の事業について、予定通りの進捗が達成で
きないものもありましたが、これは国の施設
整備補助事業等において採択数が希望か所数
を下回ったためです。また、新規事業におい
て事業立上げに伴う手法開発等に手間を要し
たため、進捗が当初見込みを下回った事業も
ありましたが、目標達成に向け次年度以降円
滑な事業実施が図れるものと考えます。

　保険事業の円滑な推進に向けて概ね順調に
進んでいます。しかし、国民健康保険におい
ては、各保険者における国保保険財政は高齢
者の増加等により医療費が増加していること
及び被用者保険から国保被保険者への加入者
の増加により非常に厳しい状況となっており
ます。　景気の低迷等により、リストラや所
得の無い被保険者が増加していることなどか
ら、保険料（税）の滞納者が増加し国保財政
を圧迫している要因となっています。

保険事業の円滑な
推進
（保険指導課）

障害者(児)が住み慣れた地
域で「自分らしく豊かな暮
らし」ができるよう、施設
から地域・在宅へと施策を
展開していくことを基本と
し、施設整備を進めていき
ます。

地域・家庭に重点を置いた
生活（自立）支援を推進す
るため、関係行政機関の連
絡調整を強化するととも
に、新たな障害者計画を策
定し、関連する施策を総合
的に推進します。

心身に障害を持つ人が社会
を構成する一員としてその
人らしく生活できるための
各種支援を推進します。

住む場所の確保、日中活動
の場所の確保、身体や家事
の援助が確実に受けられる
ことにより、障害者が地域
の中でその人らしく生活し
ていくことができるように
なります。

国民健康保険事業等では、
保険者の安定的運営と健全
性及び医療機関等を指導し
医療費の適正化を図りま
す。
介護保険事業では、要介護
者が、いつでも必要な介護
サービスが受けられるよ
う、情報の提供、介護サー
ビス量の確保及びサービス
の質の向上を図り、「施設
から地域・家庭へ」を推進
します。
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

救命救急センターの設置数 Ａ

小児の第二次救急医療体制の
整備地区数

Ｂ

総合周産期母子医療センター
の整備

Ａ

介護老人保健施設定員数 Ａ

医薬品等適正使用の推進
（県内の医薬分業率）

Ａ

医薬品製造等の監視指導実施
件数の割合

Ａ

薬局等医薬品販売業の監視指
導実施件数の割合

Ａ

献血の推進
（献血目標達成率）

Ｂ

血液製剤使用適正化の推進
（血液製剤供給量上位５５機
関における輸血療法等委員会
設置率）

Ａ

骨髄バンクの推進
（県内のドナー登録者数およ
び目標達成率）

Ａ

医療供給体制の整
備
（医療整備課）

高齢者の保健､医療施策推進
と充実を図るため､介護老人
保健施設の計画的な整備を
図ります。

薬事衛生の向上
（薬務課）

　医療供給体制の整備を概ね適切に推進しま
した。
　県の取組みについては､①小児の第二次救
急医療体制の整備地区が１２地区になったこ
と、②救命救急センター及び総合周産期母子
医療センターの整備の見通しがついたことな
ど､一定の成果をあげることができました。

ア　医薬品等の適正使用の
推進
医薬品等の適正使用の推進
を図るため、医薬品等に関
する情報の提供、医薬品の
相談等適切な対応に努める
とともに、患者本位の良質
な医薬分業を推進すること
により、県民の健康被害の
発生を未然に防止します。

イ　医薬品の監視指導事業
等の充実
医薬品等の品質、有効性及
び安全性を確保するため、
製造業等の許可、製造承認
の審査等を適切に行うとと
もに、医薬品等の製造所等
への監視指導及び薬局等医
薬品販売業の監視指導を行
ますア　献血の推進

医療に必要なすべての血液
製剤を献血により確保する
ため、各種献血推進運動等
を通じ、献血思想の普及に
努め、献血意識の向上及び
献血者層の拡大を図りま
す。
また、血液製剤を安定的に
確保するため、千葉県赤十
字血液センターが実施する
献血思想の普及啓発、献血
協力団体の開拓を目的とし
た献血推進員の設置や献血
受け入れ体制の充実を図る
ための献血ルーム設置等に
対し、補助を行います。

イ　骨髄バンク登録の推進
県民に対する骨髄移植に関
する正しい知識の普及啓
発、骨髄ドナー登録常設窓
口の設置、献血併行型ド
ナー登録会の実施など、骨
髄バンクのドナー登録を推
進し、骨髄提供希望者の確
保を図ります。

　医薬品の安全確保対策を通じ、保健衛生の
向上に向けておおむね順調に進んでおりま
す。
　薬事関係対策事業については､適切に実施
しました。製造業､薬局等販売業への監視指
導により不良医薬品等の流通防止を図りまし
た。また、医薬分業は順調に進展し、医薬品
の適正使用の推進が図られています。
　献血事業は、各種広報手段を活用し広報に
努め、医療機関への血液製剤の供給は、県内
の献血で確保した血液により、概ね賄うこと
ができました。。
　薬物乱用対策につきましては、麻薬等の取
扱施設の立入検査は順調に進み､麻薬等の不
正流通の未然防止が図られました。また、薬
物乱用を許さない社会づくりのため、広報啓
発活動をほぼ計画どおり実施しました。
　飲料水の安全対策については､水道施設の
立入検査は順調に進んでいますが､飲用井戸
の衛生対策を推進するための各健康福祉セン
ターホームページによる啓発については､そ
の実施目標を達成することができませんでし
た。
　毒物劇物等の安全対策については､製造業
者､販売業者などへの監視指導は順調に進み
ました。また、毒物劇物を多量に扱う製造業
者への講習会を開催し､毒物劇物による事故
防止にあたりました。

必要とされる医療を確保す
る観点から、地域医療の体
系化を図り、地域における
真に効率的な医療供給体制
を確立します。
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施策名
（課　名）

検証指標・手段施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

麻薬立入検査の充実 Ａ

薬物乱用防止に係る広報啓発
活動の推進

Ａ

薬物乱用を許さない社会環境
づくりの推進

Ａ

飲用井戸等の衛生管理対策の
指導（保健所のホームページ
による啓発の実施）

Ｃ

水道の水質管理の徹底
（水道施設の立ち入り状況）

Ａ

毒物劇物製造業等の監視指導
実施件数の割合

Ａ

県民の健康を確保するため
に食生活や住居環境などの
生活衛生分野の安全確保を
図ります。

人口10万人当たりの食中毒罹
患率（５年平均）

Ａ

動物の愛護及び適正な飼養
を推進し人と動物が共生す
る調和の取れた社会づくり
を進めます。

犬・ねこの致死処分数 Ｂ

飲料水の安全対策
飲料水の水質を確保するこ
とは、安全な県民生活を担
保する上で欠かせないもの
であることから、水道施設
への立入検査を実施し、施
設の適切な維持・管理を指
導するとともに、飲用井戸
の水質検査の励行及び衛生
管理意識の向上等の広報啓
発を実施します。

毒物劇物等の安全確保
県民の健康に被害を及ぼす
可能性のある毒物劇物に起
因する事故等の情報を迅速
に収集し、的確な対応を図
るとともに、毒物劇物製造
業者等に対する監視指導を
実施し、事故の発生防止を
図ります。

ア　麻薬、向精神薬、覚せ
い剤等の取扱者に対し、効
率的かつ効果的な立入検査
を実施し、麻薬や覚せい剤
等の不正ルートへの流出、
不正使用及び盗難の防止等
を図ります。

イ　県が委嘱している薬物
乱用防止指導員による組織
的な活動を活性化するとと
もに各種広報媒体を活用
し、広報啓発の推進を図り
ます。

ウ　地域の関係機関・団体
で構成する薬物乱用防止コ
ミュニティ会議を開催する
とともに薬物乱用防止講演
会・講習会などを開催し、
薬物乱用を許さない社会環
境づくりを推進 ます

生活衛生対策の推
進と安全確保
（衛生指導課）

　「人口１０万人当たりの食中毒罹患率」
が、前年度より１１人減少の５．８人とな
り、目標を達成することができました。
　この要因として、食品営業施設の効果的な
監視指導及び食中毒予防の啓発に努めるな
ど、食品衛生対策の推進と安全確保を図った
ことが考えられます。また、平成16年度に大
規模調理施設等における食中毒の発生がな
かったことも、罹患率の減少につながりまし
た。
　「犬・ねこの致死処分数」が前年度より
２，２０６頭減少の１８，８２９頭となり、
概ね目標を達成することができました。
　この要因として、動物の愛護管理対策とし
て、安易な引取り依頼の防止を図り、また、
不妊・去勢手術の実施及び終生飼養等の飼い
主の責務について啓発を強化したことが考え
られます。
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環境生活部　

環境生活部の使命・役割を
発揮できるような組織運営
と予算配分が行なわれ、部
内各課の施策が円滑に推進
されます。

部内各課・職員の業務等の状
況を把握し、適正な組織運
営・予算配分に努めます。

Ｂ

各分野の環境施策の調整や総
合的な環境施策の立案、推進
を図っていきます。

Ｂ

県内の温室効果ガスの総排
出量を平成２年度に比べ
て、平成２２年度までに
６％削減します。

温室効果ガスの排出量
（炭素換算） －

環境学習への参加者数 Ａ

エコマインド養成講座修了者
数

Ａ

ちば環境再生基金が助成する
活動数
（ＮＰＯ環境活動）

Ｂ

公害防止協定の改定 Ａ

中小企業環境保全施設整備資
金融資額

Ｃ

環境学習の推進やちば環境
再生基金の助成などによ
り、県民一人ひとりが環境
とのかかわりについて関心
を持ち、環境に配慮した積
極的な活動が活発になりま
す。

環境生活部の組織
運営方針を遂行す
るための内部管
理、総合的な環境
政策の立案・調整
（環境政策課） 環境問題の変化が的確に捉

えられ、部内及び庁内各課
の連携のもと、環境施策が
総合的に展開されます。

　環境保全施策の総合的推進に向けて概ね順
調に進んでいますが、一部に課題がありま
す。
　地球温暖化対策では、14年度の温室効果ガ
スの総排出量が日本全体で基準年（平成2
年）と比較し7.6％増加している状況にあ
り、県内における排出量も基準年度の排出量
を上回っています。今後、取り組みを強化し
なければ基準年比６パーセント削減という目
標達成は困難な状況にあります。
　環境保全活動の推進では、各種環境講座を
開催することにより目標を上回る環境学習へ
の参加者数を得ており、また、ちば環境再生
基金は、学識経験者等で組織する「ちば環境
再生推進委員会」のもとで、16年度にＮＰＯ
環境活動15件に助成を行うなど、適切に事業
を実施しています。
　事業活動に伴う環境影響の低減において
は、目標に示したとおり16年度末に「硫黄酸
化物」及び「炭化水素」の指導強化などを内
容とした公害防止協定の改定を行いました。
中小企業環境保全施設整備資金融資について
は、ディーゼル自動車の粒子状物質減少装置
装着及び買い換えに対する融資申請が、前年
度と比較し大きく減少したため、融資実績が
目標を大きく下回りました。これは、前年度
は15年10月のディーゼル自動車排出ガスの規
制強化に対応するため一時的に申請が増加し
たものであり、16年度はそれほどの申請がな
かったためです。

公害防止協定の充実、中小
企業の環境保全施設の整備
に対する支援や環境影響評
価の実施などにより、事業
活動に伴う環境影響が低減
されます。

施策名
（課　名）

環境保全施策の総
合的推進
（環境政策課）

　内部管理業務、総合的な環境政策の立案・
調整を適切に実施しました。
　その理由として、①環境生活部の使命（良
好な環境の創出・保全並びに県民生活への支
援等を通じた快適で潤いのある県民生活の実
現）を果たすため、部内各課の調和を図りつ
つ、適正な組織運営と予算配分に努めたこ
と、②2004年アクションプランの推進に努め
るとともに、部内及び庁内各課との連携のも
と、次年度の新たな施策展開を図る2005年ア
クションプランの策定作業を進めたことなど
が挙げられます。

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

28



施策名
（課　名）

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

浮遊粒子状物質
（大気環境の常時監視）

－

二酸化窒素
（大気環境の常時監視）

－

有害大気汚染物質
　　　ベンゼン
　　　ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
　　　ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（大気環境の常時監視）

－

道路に面する地域の騒音
（自動車騒音の常時監視）

－

航空機騒音
　成田空港周辺
　羽田空港周辺
　下総飛行場周辺
（航空機騒音の監視）

－

大気汚染緊急時等における大
気情報管理システムによる県
民への迅速な情報提供

Ａ

河川・湖沼・海域の環境基準
の達成率（BOD、COD）

Ｂ

地下水の環境基準の達成率 －

２ｃｍ以上の地盤沈下面積 －

自然環境保全地域等の指定
やレッドデータブックの作
成、外来種対策の実施等に
より、自然環境の保全と生
物多様性の確保を推進しま
す

自然環境保全地域等の指定 Ａ

自然公園等の施設の適正な
維持管理を行い、県民が自
然の豊かさを一層享受でき
るようにします。

首都圏自然歩道の総延長 Ａ

人と野生鳥獣の共存に係る
生態系への配慮が進み、野
生鳥獣の多様性が保たれる
ようにします。

特定鳥獣保護管理計画の拡充 Ａ

　良好な水環境・地質環境に向けて概ね順調
に進んでいます。
　河川・湖沼・海域の環境基準の達成率
（BOD、COD）については平成１６年度アク
ションプラン重点事業である「下水道等の汚
水処理施設の整備促進」等により向上傾向に
あります。

大気環境情報を県民に提供
し、健康への影響や被害の
予防を図ります。

大気環境等に係る環境基準
の達成率を向上させます。

　良好な大気環境の確保に向けて概ね順調に
進んでいます。

　大気環境等に係る環境基準の達成率の向上
に向けて、概ね順調に進んでいます。
この理由として、１４年度に比べ１５年度
は、①浮遊粒子状物質の基準達成率が３９％
向上したこと、②有害大気汚染物質のベンゼ
ンの基準達成率が１１％向上したこと、③成
田空港周辺の航空機騒音の基準達成率が約
９％向上したこと、④下総飛行場周辺の航空
機騒音の基準達成率が約２％向上したこと、
⑤その他の項目は、ほぼ横ばいに推移してお
り、概ね順調に進んでいます。

　大気環境情報の県民への提供等に向けて、
順調に進んでいます。
この理由として、１６年度に実施した大気監
視システムの更新に係る詳細設計に基づき、
１７年度には、インターネットによる県民へ
の情報提供機能を加えた新システムの導入が
可能となりました。

多様な自然環境の
保全
（自然保護課）

　多様な自然環境の保全に向けて順調に進ん
でいます。
　この理由として、平成１６年度において①
自然環境保全地域等を１ヶ所指定し、②特定
鳥獣保護管理計画を１計画追加しました。さ
らに③首都圏自然歩道の延長を平成１５年度
から１７年度までの計画（8.4km）の９３％
を達成し、平成１７年度全線開通に向けて東
京湾を望む道を整備中であることがあげられ
ます。

良好な大気環境の
確保
（大気保全課）

良好な水環境・地
質環境の確保
（水質保全課）

公共用水域、土壌及び地下
水の環境基準の達成率を向
上させます。

地下水位の低下及び地盤沈
下の防止を図ります。
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施策名
（課　名）

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

自らの生活を資源循環の視
点から見直し、なるべくご
みを出さない、出させない
ライフスタイルが実践さ
れ、ごみの排出が抑制され
ています

一般廃棄物（ごみ）の一人１
日当たりの排出量

Ｃ

事業活動における副生物の
有効利用などにより単位資
源・エネルギー当たりの生
産性の向上が図られ、産業
廃棄物の排出が抑制されて
います。

１年間における産業廃棄物の
総排出量

Ａ

１年間における一般廃棄物
（ごみ）の再資源化率

Ｃ

１年間における産業廃棄物の
再資源化率

Ａ

１年間における一般廃棄物
（ごみ）の一人１日当たりの
最終処分量

Ａ

１年間における産業廃棄物の
最終処分量

Ａ

ごみの最終処分が適正に行
われています。

一般廃棄物処理施設への立入
検査において指導を要した施
設の割合

Ａ

産業廃棄物・残土の不適正
処理がなくなり、不適正処
理箇所における生活環境上
の支障が除去され、良好な
生活・自然環境が維持され
ます。

不法投棄量
（投棄量１０ｔ以上） －

産業廃棄物の再資源化率 Ａ

産業廃棄物の最終処分量 Ａ

千葉県消費者保護条例改正に
ついて、消費者行政審議会に
諮問し、その基本的な考え方
や改正内容について検討を行
います。

Ｃ

知事登録に係る貸金業者に
対し、貸金業規制法等を周
知及び遵守させ、貸金業の
適切な運営を促進するとと
もに、資金需要者等の利益
を保護します。

登録後３年に満たない業者等
を中心とした立入検査の実施

Ａ

　安心な消費生活を確保するため、登録後３
年に満たない業者等を対象に計画的に立入検
査を行い、数値目標は達成するなど概ね適切
な取組を実施しましたが、まだ、法令遵守の
徹底について不十分な状況があります。

資源循環型社会づ
くりの推進
（資源循環推進
課）

　資源循環型社会づくりの推進に向けて概ね
順調に進んでいますが、一部に課題がありま
す。
　その理由として、①廃棄物の排出量を減ら
す取組では、産業廃棄物は、26,599千トン以
下にする目標を15年度に達成しましたが、一
般廃棄物（ごみ）は、増加していた排出量を
減少に転じさせることができたものの、
1,056ｇ/人・日にとどまり、目標の950ｇ/
人・日以下の達成は困難な状況にあります。
②廃棄物の再資源化の取組では、産業廃棄物
は、53.5%の目標を15年度に達成しました
が、一般廃棄物は、リサイクルの取組を進め
た結果、再資源化率が23.6%と全国的にも最
高レベルに向上したものの、目標の30%に達
していません。③廃棄物の最終処分量を低減
させる取組では、県民・事業者の取組やエコ
タウンプランに基づいたリサイクル施設の稼
動により、産業廃棄物は781千トン以下にす
る目標を15年度に達成しましたが、一般廃棄
物の最終処分量も92ｇ/人・日となり目標の
90ｇ/人・日以下を達成できるレベルまで改
善しました。④一般廃棄物処理施設の検査の
状況では、指導が必要であった施設の割合が
16.8%まで減少し、目標の15%以下を達成でき
る状況です。⑤目標の達成が困難と考えられ
る一般廃棄物の減量化・再資源化について
は、環境問題やごみ問題に前向きに取り組ん
でいる県民や事業者がまだ一部にとどまって
います。このため、県民や事業者に対するさ
らなる啓発や仕組みづくりが必要な状況にあ
ります。

廃棄物として排出されてし
まったものが、まずは原材
料として有効利用され、原
材料としての利用が困難で
ある場合は、熱回収等によ
りエネルギーとして有効利
用されるなど、再資源化が
十分に行われています。

廃棄物の最終処分量が減量
され、埋め立て処分等によ
る環境負荷が低減していま
す。

産業廃棄物・残土
の不適正処理の防
止及び適正処理の
推進
（産業廃棄物課）

産業廃棄物・残土の適正処
理が行われるとともに、産
業廃棄物の発生抑制、減量
化・再資源化が一層推進さ
れ、循環型社会の構築に向
けた動きが加速します。

　産業廃棄物・残土の不適正処理の防止及び
適正処理が順調に進んでいます。
　この理由として①「不法投棄量」が年々減
少していること、②「産業廃棄物の再資源化
率」が上がり、「産業廃棄物の最終処分量」
が減少していることなどが認められます。

安心な消費生活の
確保
（県民生活課）

　安心な消費生活の確保に向けての千葉県消
費者保護条例改正作業は、平成16年度に想定
していた予定では進んでおりません。
　本条例の改正にあたっては、大幅に改正さ
れた消費者基本法を踏まえ、広く県民の皆様
からの意見を求めたうえで、消費者行政審議
会での議論を積み重ねる必要があることか
ら、平成17年度も継続して検討していきま
す。

規制緩和等の進展や電子商
取引の拡大等により､商取
引・商品が多様化している
ことから、消費生活を巡る
相談､トラブルが急増してい
ます。｢自立した消費者｣と
なることが求められている
状況の中で、消費者が、安
全で安心な消費生活を送る
ための環境整備として千葉
県消費者保護条例を改正し
ます。

安心な消費生活の
確保(貸金業指導業
務)
（県民生活課）
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施策名
（課　名）

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

図書等自動販売機に対する立
入調査台数

Ａ

既存競技施設を活用した競技
会の会場数

Ａ

同一会場での複数競技会の開
催数

Ａ

１　ＮＰＯに対する理解の
促進
ＮＰＯに対する理解を促進
するため、ＮＰＯ活動の普
及啓発や相談・情報提供等
を充実させるとともに、Ｎ
ＰＯ法人に関する情報公開
を進めます。

ＮＰＯ活動推進課の各種事業
への参加人員

Ｂ

２　ＮＰＯの自立した活動
の強化
県民が多様なＮＰＯ活動を
生み、自立した活動を継続
して展開できるよう、地域
の課題解決力やＮＰＯの事
業力・組織力の強化・向上
を支援します。

ＮＰＯ法人の年次報告書にお
ける事業高の累計

－

３　ＮＰＯとの協働の推進
県とＮＰＯとの協働の領域
を確立し、県とＮＰＯの協
働による事業を推進しま
す。また、県民の視点に
たって、県行政のあり方に
ついても見直しを進めま
す。

パートナーシップ事業の企
画・実施件数

Ｃ

４　全庁的取組みと市町村
との連携
ＮＰＯ活動の推進を全県的
に進めるため、ワンストッ
プサービスにより全庁的に
取り組むとともに、市町村
との連携・協力を推進しま
す。

ＮＰＯと庁内各課との調整・
仲介件数

Ｂ

ＮＰＯ法人数 Ａ

ＮＰＯ立県千葉の
実現
（ＮＰＯ活動推進
課）

　第６５回国民体育大会開催準備は順調に進
んでいます。
　①既存の競技施設を有効活用するために，
３４競技で目標数の施設を選定し，各中央競
技団体の正規視察を受け，中央競技団体から
承認を得ることができました。②同一会場で
複数競技会を実施するために，５競技で目標
数の会場を選定し，各中央競技団体の正規視
察を受け，中央競技団体から承認を得ること
ができました。

国体改革の施策を取り入れ
た千葉国体を成功させま
す。

　ＮＰＯ立県の実現、すなわち県民の自発的
な活動が最も活発な千葉県の実現に向けて概
ね順調に進んでいますが、一部に課題があり
ます。
・県民ＮＰＯ講座や出前説明会などに約
5,000人が参加し、加えて新たにメールマガ
ジンを発行（登録数900件）したことなどに
より、県民のＮＰＯに対する理解が促進され
つつあります。
・ 16年度から本格的にワンストップサービ
スを開始するとともに、行政の縦割りを排し
たＮＰＯとの意見交換会（４回589名参加、
うち県庁111課162名）や協働事業を実施する
など、全庁的な取り組みを進めたことによ
り、県庁内では、着実にＮＰＯとの協働に向
けての基礎固めが進んでいる状況です。
・ パートナーシップ(協働)事業について
は、申請数は33件（15年度）から、49件（16
年度）と増加し、選考会では申請内容が前年
度よりも向上したことが評されていますが、
一方で採択件数は5件にとどまりました。
・ 県内のＮＰＯ法人数は、619団体（16年3
月）から、823団体（17年３月）と着実に増
加しています。

図書等自動販売機等に対す
る立入調査を行い、青少年
の健全育成を阻害する有害
図書等が収納等されていた
場合、千葉県青少年健全育
成条例に基づき自動販売機
業者に対して指導･警告を実
施し、有害環境の浄化に努
めます。

第６５回国民体育
大会開催準備
（県民生活課）

青少年の環境づく
り
（県民生活課）

５　ＮＰＯ法の適正運用
ＮＰＯ活動の制度的基盤で
あるＮＰＯ法について、そ
の基本的理念を活かしつ
つ、適正な運用を図りま
す。

　青少年を取り巻く有害環境の浄化に向け
て、適切に対応しました。
　その理由は、①すべての自動販売機につい
て立入調査を実施しました。
②千葉県青少年健全育成条例を改正（平成17
年2月22日改正、同年9月1日施行）し、自動
販売機への収納違反を常習的に行った者の罰
則を強化しました。
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施策名
（課　名）

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

県民芸術劇場入場者数 Ａ

文化会館の自主事業参加者数 Ａ

千葉・県民芸術祭参加者数 Ａ

文化情報提供ホームページへ
のアクセス件数

Ａ

「民話の里づくり」事業参加
者数

Ａ

交通事故発生件数および交
通事故死者数を減少させ
る。

交通事故の発生件数や交通事
故死者数の実態

Ａ

シートベルト着用率
市町村や警察庁・日本自動車
連盟で行う着用率調査

Ｂ

交通安全推進隊員数

応募状況 Ｃ

シルバーリーダーネット
ワーク参加者数 参加・体験型高齢者交通安全

リーダー研修修了者
Ａ

ちば文化の創造
（文化振興課）

交通安全県ちばの
確立
（交通安全対策
課）

千葉の特性を生かした文化
づくり

　交通安全県ちばの確立の実現に向けて概ね
順調に進んでいますが、交通事故が多発して
いる状況に変わりはありませんでした。
　その要因としては、重大事故に直結する飲
酒運転やスピード違反等の無謀運転やシート
ベルトの非着用などが考えられます。また、
自転車が関係する事故や交通事故全死者数に
占める高齢者の割合が年々増加していること
から、これらに対する対策のより一層の取組
みが必要と考えます。

県民が主体的に文化活動を
行うための環境づくり

県民が文化に親しむための
環境づくり

　ちば文化の創造に向けて概ね順調に進んで
います。
　その理由として、①県民が文化に親しむた
めの環境づくりや主体的に文化活動を行うた
めの環境づくりを進めるための事業として、
「県民芸術劇場公演」や「千葉･県民芸術
祭」を開催し、入場者数・参加者数がそれぞ
れ７５％、２３％増加したこと、②千葉の特
性を生かした文化づくりを進めるため、夷隅
地域をモデル地区として「民話の里づくり事
業」を実施し、2,703人の参加者があったこ
とや「ちばの文化資源再発見事業」では、豊
かな自然・歴史の中で受け継がれてきた文化
資源情報について調査し、約2,300件以上に
ついて千葉県ホームページ「ちば文化交流
ボックス」に掲載したことにより、地域の文
化的魅力や活力を高めることができたことな
どが挙げられます。
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商工労働部　

部の掲げる目標達成に向
け、庁内関係部局、部内各
課のスムーズな連携のも
と、県の予算や人的資源が
効果的に活用され、各種施
策が円滑に推進されます。

個々の職員の能力が最大限に
発揮できる職場環境づくり
や、組織体制の整備、予算等
の機動的な運用を図ります。

Ａ

新たな対応が求められるさま
ざまな施策分野において、必
要となる連絡調整、施策の立
案及び推進を総合的に図って
いきます。

Ａ

事業所開業率 －

完全失業率 Ａ

サービス産業の県内総生産伸
び率

－

特定分野における連携協力の
取組推進のための専門部会の
設置

Ａ

中小企業への迅速な情報提供
体制の整備

Ａ

千葉県産農林水産品・食品の
輸出促進

Ａ

総合調整及び内部
管理業務、経済活
性化施策の立案・
調整・実施など
（経済政策課）

検証指標・手段
施策名

（課　名）

「千葉県経済活性化推進会
議」を中心とする産・学・
官・民の連携・協力のも
と、様々な地域資源の循環
の促進や、地域特性を生か
した産業地域の育成強化、
産業の未来を支える人づく
りなど、千葉県経済の活性
化に向けた幅広い取組が総
合的に推進され、多様な主
体による活発な経済活動が
県内各地域において展開さ
れます。

空港、港湾等の本県の立地
優位性を活かして、県内中
小企業による国際的な事業
が活発に展開されます。

　本県経済の活性化に向けた各種施策の立
案・調整・実施、商工労働部内の人員・予算
等の内部管理及び部内総合調整を適切に実施
しました。
　２００４年アクションプランにおいて戦略
プロジェクトとして位置付けられた「２１世
紀のちば経済活性化戦略の展開」に掲げた諸
事業については概ね順調に進んでおり、平成
１６年度末における経済情勢においても企業
収益や雇用情勢の改善が見られるなど、緩や
かな回復が続いており、経済活性化の足取り
は徐々に確かさを増しています。
しかしながら、景気回復の動きは、地方経済
を支える中小企業への波及と言う面ではまだ
十分とは言えず、地域間、業種間においても
格差が生じている状況にあることから、こう
した回復の動きを県内経済を支える多くの中
小企業に広げていくとともに、地域的にも、
業種的にも広がりのあるものとしていくこと
が課題となります。

施策の目的
達成
状況

目標の達成状況総括

33



検証指標・手段
施策名

（課　名）
施策の目的

達成
状況

目標の達成状況総括

小規模事業者等の経営の安
定と向上を図るために、商
工団体による地域に密着し
たきめ細やかな支援活動を
推進します。

経営指導・相談件数 Ｂ

金融経済情勢に的確に対応
し、制度融資の枠を十分確
保するとともに、融資条件
の緩和など低利で使いやす
い資金供給に加え、新たな
資金調達手段の多様化に向
けた施策を推進することに
より、地域社会を支える中
小企業の事業活動が展開さ
れます。

中小企業振興資金融資額 Ｂ

地域経済の活性化と雇用拡
大の原動力である元気な中
小企業の創出には、中小企
業者自らが経営革新等に
チャレンジすることが重要
であるため、その経営革新
への取組みを積極的に支援
します。

経営革新計画の承認件数 Ａ

商店街若手リーダー養成事業
（商い未来塾）の開催回数

Ａ

産学官連携による共同研究数
（産業支援技術研究所及び東
葛テクノプラザの累計）

Ａ

特許移転件数（知的所有権セ
ンターによる累計）

Ａ

バイオベンチャー企業数
（バイオベンチャー統計調査
報告書：（財）バイオインダ
ストリー協会）

Ｂ

県内IT企業の開業率
（ソフト系IT産業実態調査
：国土交通省）

Ｃ

企業訪問の実施回数 Ｃ

企業の誘致件数 Ｂ

企業立地補助金 Ｃ

１　中小企業に対する経営指導・相談を概ね
適切に実施しました。目標とする相談件数に
は達しなかったものの、経営指導の内容面に
おいては多様化する個々の相談内容に的確に
対応できるよう努めており、一定の成果をあ
げていると考えます。
２　中小企業等に対する金融支援に向けて概
ね順調に進んでいますが、一部に課題があり
ます。県の取組については、魅力ある観光施
設づくり資金や企業再生支援資金を創設（平
成16年10月）できたことなど、一定の成果を
あげることができました。なお、大企業より
も内需に依存する割合が高い中小企業の景況
は、依然として厳しい状況にあり、景気回復
という要因が強く影響します。
３　中小企業への経営革新支援の実現に向け
て順調に進んでいます。県主催の経営セミ
ナー開催や各種講習会への講師派遣、支援関
係機関との連携強化などによる中小企業者へ
の周知・啓発が目標の達成の大きな要因で
す。
４　商店街若手リーダー養成の実現に向けて
順調に進んでいます。商い未来塾、商店街地
域連携モデル事業等により、商店街の活性化
及び人材育成を図りました。商店街の再生・活性化を図

るため商店街リーダーの養
成及び地域との連携強化の
ための支援を行います。ま
た、大型店出店に係る届出
事項については、審議会に
諮問して適正な運営を図り
ます。

２１世紀型新産業
への展開
（産業振興課）

県内企業の立地促進のため、企業訪問を定期
的に行うことなどにより、一定の成果が上が
りました。
一方企業立地補助金については、目標額には
到達していないが、来年度以降は、補助対象
の増加が見込まれます。

中小企業の事業活
動支援
（経営支援課）

企業立地の促進
（企業立地課）

臨海部から内陸部への先端
技術産業の導入などを通じ
て、県内産業の均衡ある発
展に努めてきたところで
す。
今後は、これを基盤として
国際競争力を持った２１世
紀型新産業の創出・育成を
図り、県内経済の活性化と
産業の持続的な発展を目指
してゆきます。

２１世紀型新産業への展開にむけて概ね順調
に進んでいますが、一部に課題があります。
県の取り組みについては、①産学官連携によ
る共同研究数（産業支援技術研究所及び東葛
テクノプラザの累計）が１４年度から２年間
で６０件増加したこと、②特許移転件数（知
的所有権センターによる累計）がこの２年間
で倍以上の大幅な伸びを示していることなど
一定の成果をあげることができました。一
方、バイオベンチャー企業数については、前
年度に比べ２件増加しましたが目標の達成に
むけては不十分な状況です。さらに、県内IT
企業の開業率は基準年に比べても２．３％減
少しており目標達成には不十分な状況です。
なお、IT企業開業率は全国的にも低下（平均
３．５％）している状況です。

地域経済の活性化と雇用の
創出を図るため、企業の県
内立地促進を目指します。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
施策の目的

達成
状況

目標の達成状況総括

企業訪問活動（国内企業） Ａ

企業訪問活動（外資系企業） Ｂ

企業等誘致件数 Ｂ

貸研究施設整備件数 Ｂ

立地企業の満足度 Ｂ

かずさＤＮＡ研究所の共同研
究プロジェクト件数

Ａ

共同研究施設整備件数 Ａ

かずさアカデミアパークの整備及び研究所等
の集積の促進に向けて概ね順調に進んでいま
すが､一部に課題があります。県の取組みに
ついては、企業誘致件数が３３件（累計）、
貸研究設備整備件数が４件（累計）と一定の
成果をあげることができました。また、新規
バス路線の開設やかずさアークでの高速通信
サービスの利用開始など立地企業の要望に応
えることができましたが、一部不十分な地域
があります｡
　なお、かずさアカデミアパークの整備及び
研究所等の集積の促進には、国内経済の動向
や企業の設備投資意欲という要因が強く影響
します。

かずさバイオコン
ビナート事業の推
進
（企業立地課）

かずさアカデミア
パークの整備及び
研究所等の集積の
促進
（企業立地課）

立地済企業のフォ
ローアップ
（企業立地課）

かずさアカデミアパークの
新たな展開を図るため、か
ずさＤＮＡ研究所等の研究
成果を活用し、県内外の大
学・企業と連携して実用化
に向けた共同研究プロジェ
クトを立ち上げるととも
に、研究の場となる施設を
整備します。

かずさバイオコンビナート事業の推進に向け
て順調に進んでいます。その理由として、①
かずさＤＮＡ研究所の研究成果を活用した産
学官の共同研究プロジェクトが予定通り採択
されていること、②共同研究施設である「か
ずさＤＮＡ研究所バイオ共同研究開発セン
ター」が１７年５月に開所したことが挙げら
れます。

立地済企業の本県への定着
を図るため、企業訪問活動
等により、事業活動・研究
開発活動に伴うニーズや諸
課題に対応します。

かずさアカデミアパークを
先端技術産業の国際的研究
開発拠点として形成し、新
産業の創出等を通じて経済
の活性化を図ります。

立地済企業のフォローアップの実現に向けて
概ね順調に進んでいます。この理由として、
県内に立地済の企業を対象に概ね目標に掲げ
た件数を訪問することにより、事業活動上の
課題やニーズを確認し、その解決に努めるこ
とができました。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
施策の目的

達成
状況

目標の達成状況総括

高圧ガス保安検査、立入検査
の実施及び保安講習会の開催

Ａ

高圧ガス事故時の応急体制の
整備及び保安啓発事業の実施

Ａ

大臣認定事業所への誘導 Ａ

特区認定申請への支援 Ａ

裸地の拡大防止のための中長
期計画の施行

Ａ

適正採取検討会議による認可
基準や国有林の扱いなど採取
のあり方のとりまとめ

Ａ

未廃止採取場の廃止促進 Ａ

緊急地域雇用創出特別基金事
業を活用した違反行為の早期
発見及び未然防止

Ａ

火薬類製造事業所等への保安
検査、立入検査の実施及び保
安講習会の開催

Ａ

登録電気工事店への立入検査
の実施

Ａ

・適正計量を推進します。

特定計量器の検査・検定 Ａ

観光客入込数 Ｃ

観光消費総額 －

　観光立県千葉の実現に向けて概ね順調に進
んでいる。この理由として，観光立県千葉モ
デル推進事業，全国キャンペーンの展開，観
光立県ちば推進ビジョンの策定，外客誘致事
業及び外国人観光客の受入体制の整備等の事
業を実施した。また，CLUB CHIBAでは健康づ
くりふるさととしての事業展開及び県内経済
の活性化を図ることが課題である。
観光消費総額は，平成16年調査から観光入込
調査の調査方法を大幅に変更し、一人あたり
消費額×実人数で算出することとした。この
ため、目標設定時点と積算方法が異なり、単
純な比較ができなくなった。

観光を産業の主要な柱とし
て位置付け，観光立県千葉
の実現を図るために，２１
世紀型の新しい観光需用に
対応した観光地づくりを進
めます。

産業の柱としての
新たな観光の振興
（観光課）

産業保安対策の推
進
（保安課）

産業保安対策の推進を適切に実施しました。
その理由として、防災訓練や保安講習会、立
入検査などを実施する事により保安確保の啓
発、指導を行い、自主保安意識の高揚を図れ
た事などが挙げられます。

・高圧ガスの事故を未然に
防止するため、高圧ガス事
業所の保安活動を支援する
とともに、全国有数の規模
を誇る県内コンビナート事
業所の国際競争力を向上さ
せるため高圧ガス事業所の
大臣認定事業所への誘導及
び特区認定申請を支援しま
す。

・県民の自然環境保全意識
の高まりを受け土石砂利の
適正採取に取り組むととも
に、残土や産業廃棄物等不
法投棄の温床になりやすい
未廃止採取場の廃止を促進
します。

・火薬類事業所の自主保安
活動の支援と電気保安対策
を推進します。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
施策の目的

達成
状況

目標の達成状況総括

コンベンションの誘致やコ
ンベンション主催者に対す
る支援等を行い，コンベン
ションの振興を図り，地域
経済の活性化と文化の向上
させます。

コンベンション等誘致件数 Ａ

メッセ展示会等開催件数 Ｂ

緊急地域雇用創出特別基金事
業補助金による新規雇用人数

Ａ

若年者向け就業支援センター
の設置　　(新規事業)

Ａ

無料職業紹介事業の指針　策
定(新規事業)

Ｃ

地域雇用促進及び高度技能活
用安定会議の開催数

Ａ

再就職支援センターの就職相
談の件数

Ｃ

障害者就業支援キャリアセン
ターの入所者数及び就職相談
の件数

Ａ

障害者就業支援戦略会議の開
催数

Ｂ

特例子会社設置数 Ｂ

シルバー人材センターの設置
市町村数

Ｃ

　雇用のミスマッチの解消を図るため、「千
葉県地域求職活動援助計画」や「地域高度技
能活用雇用安定　　計画」に基づき、国と連
携して地域の実情に応じた各種事業を実施す
るとともに、当該事業の円滑な推進を図るた
め、「地域雇用促進会議」及び「地域高度技
能活用安定会議」を開催しました。
また、県内各市町村では、公共部門での緊急
的雇用創出を図るため、緊急地域雇用創出特
別基金事業補助金を財源に、地域の創意工夫
に基づいた様々な事業を実施しました。
　さらに、「県民再就職支援センター」や
「障害者就業支援キャリアセンター」におい
ては、労働相談や　　　就職情報の提供等を
行い、失業者や高年齢者、障害者の就業を支
援するとともに、若年者の就職活動を　　支
援する「ちば若者キャリアセンター」を設置
し、カウンセリングから就職活動スキルの学
習、職業紹介に至る全ての就業支援サービス
を一貫して提供するなど、雇用対策は、概ね
順調に進んでいます。
　なお、経済情勢、景気の変動が雇用の需給
バランスに与える影響は大きく、景気の回復
は就業率を高める要因となります。
・市町村における緊急的雇用の創出について
は、平成13年度から16年度までの４ヵ年で、
16,424人の新規雇用を創出し、このうち194
人が事業終了後に正式雇用されました。
・障害者就業支援キャリアセンターにおける
相談件数等は、就労相談2,349件、実習生210
名、就職者46名の実績を有し、いずれも目標
数値を上回りましたが、再就職支援センター
における就労相談は2,487件に留まり、目標
値を下回りました。
・無料職業紹介事業については、県の委託事
業において、受託先が許可を得て２事業実施
しており、また、３市で許可を得て実施して
いるなど、既に制度の活用が図られているこ
とから、指針の策定は要しないものと考えて
います。なお、当事業の実施に当たっては、
求職者に提供する求人情報の開拓収集と、求
人情報についての国との円滑な連携が課題と
なっています。

コンベンションの
推進
（観光課）

幕張メッセの利用促進を図
り，以って，県内産業の育
成・支援や，国際的な人
材，情報，文化交流を促進
します。

【県内コンベンションの振興】
　中期計画初年度として，誘致目標90件に対
して91件と順調に推移した。
【幕張メッセの利用促進】
　幕張メッセ国際展示場は，ほぼ前年度並み
に，展示会等開催件数121件と順調に推移し
た。

雇用対策の推進
（雇用労働課）

県内の雇用情勢は、有効求
人倍率が全国平均を下回る
水準で推移するなど、依然
として厳しい状況が続いて
います。そのため、失業者
が増加する主な要因である
雇用のミスマッチの解消に
よる労働移動の円滑化を図
る施策や公共部門での緊急
的雇用創出など、総合的な
雇用対策の　　企画・調整
を行います。

長引く景気の低迷により完
全失業率が高水準で推移し
ている雇用情勢の中で、失
業者や高齢者向けの就業支
援体制を確立するととも
に、障害者雇用を促進する
ための機能の充実を図り、
求職者が早期に就業できる
ような支援策を展開しま
す。また、事業者が新たな
人材の確保を円滑に進めら
れるように助成金制度の活
用を促進します。
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検証指標・手段
施策名

（課　名）
施策の目的

達成
状況

目標の達成状況総括

労働相談件数 Ａ

「千葉県の賃金事情」の有償
配布数

Ｂ

労働大学講座受講者数 Ａ

労働者福祉資金融資制度の貸
付者数

Ｂ

中小企業労働施策アドバイ
ザーの活動日数

Ａ

男女雇用機会均等セミナー等
の参加者数

Ｃ

ﾃｸﾉﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ利用者数 Ａ

技能五輪地方大会参加者数 Ｂ

技能検定受験者数（うち若者
(30歳未満)の受験者数）

Ａ

一般及び障害者高等技術専門
校の定員充足率及び就職率

Ａ

委託訓練の定員充足率、就職
率

Ｃ

労働者福祉の向上
（雇用労働課）

働く女性の職場環境をより
良くするため、企業の労務
担当者等を対象としたセミ
ナーを開催し、男女雇用機
会均等法等の周知徹底を図
ります。

公共職業訓練の実
施
（産業人材課）

産業人材の育成
（産業人材課）

中小企業に働く労働者の豊
かで充実した生活の安定と
自主的福祉活動を推進する
とともに、事業所の経営の
安定や災害防止等の啓発を
促進します。

労使間のトラブルを未然に
防止し、健全で安定した労
使関係の確立とその定着を
促進するとともに、県民の
皆様が直面する労働に関す
る様々な問題を解決できる
よう支援します。

健全で安定した労使関係の確立とその定着を
促進するため、労働相談、労働教育講座、労
働関係諸調査等を実施しました。
また、中小企業に働く労働者の豊かで充実し
た生活の安定と自主的福祉活動を推進すると
ともに、事業所の経営の安定や災害防止等の
啓発を促進しました。
さらに、男女雇用均等法等の周知徹底を図る
ため、セミナー等を開催し、女性労働者等の
就業環境を整備しました。概ね順調に進んで
います。
・健全で安定した労使関係の確立には、労働
相談には勤労者に配慮し毎日8時まで行い、
１，７３７件の相談があり、県民サービスの
向上を図った。労働教育講座には（労働大学
講座）261名と前年度ど同数程度の参加者が
受講された。労働関係諸調査は、労働組合の
動向調査は1834件を実施、賃上げ、一時金要
求、妥結状況調査を前年度同じ４００社は
行った。
・事業所の経営の安定や災害防止等の啓発促
進には、事業の広報や啓発の為「労政ちば」
の定期配布を　　　年間７０，０００部配布
した。労働者福祉資金融資制度や勤労者住宅
資金の利子補給734件を実施した。中小企業
勤労者福祉サービスセンターの設置を促進
し、中小企業労働施策アドバイザーによる経
営支援60日間行った。
・男女雇用均等法等の周知徹底を図るため
に、均等セミナーを開催し、78人の参加者が
あった。しかし　　　前年度より約200人も
少ないことから今後課題となる。

現下の雇用環境を踏まえ、
必要とする人々に有用な職
業訓練サービスを提供する
ことにより、就業を確保
し、生活の安定を図りま
す。

中小企業の経営環境を整備
する観点から、ものづくり
技能の向上・承継と基幹人
材等の計画的育成及び県
民・事業所の主体的取組を
支援し、企業の競争力を強
め、産業の活性化を図りま
す。

　公共職業訓練については概ね順調に進んで
いますが、一部に課題があります。県の取組
みについては、一般及び障害者高等技術専門
校の定員充足率は平成１５年度より４．８％
増加し、７９．８％となりましたが、委託訓
練の充足率については、平成１５年度より
０．９％低下し、目標を達成することができ
ませんでした。これは、訓練コースによって
応募者数が多いものとか定員数を始めから下
回るもの等の偏りがあったためです。

産業人材の育成については、概ね順調に進ん
でいます。その理由として、テクノピラミッ
ド利用者数は個人利用においては前年度より
７％減少したものの事業所利用は17％増加
し、技能検定受験者数は前年度より32％増加
しています。しかし、技能五輪地方大会参加
者は前年度と同じであり、目標に達しなかっ
たことからものづくり技能の向上には不十分
な状況にあります。
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農林水産部　

部内組織・定数、人事の管
理
予算・決算の管理
県議会に関する事務
試験研究・公共事業評価
等を行います。

部内職員の業務等の遂行状況
を把握し、適正な組織運営に
努めます。

Ａ

農林水産部内の試験研究機
関の研究課題を対象に、専
門部会を開催して、外部委
員による評価を行い、試験
研究機関における効率的・
効果的な試験研究を実施し
ます。

千葉県試験研究機関評価委員
会において検討されます。

Ａ

公共事業の効率的な執行及
び透明性の確保を図りま
す。

公共事業評価委員会におい
て、事業評価が適正に実施さ
れている旨の意見を得ること
とします。

Ａ

農林水産政策の立案・調整
国への要望
ＨＰの運用
等を行い政策立案をしま
す。

関係部局・部内職員に必要な
情報が共有されるよう、迅速
な情報の収集・提供による、
政策立案を行います。

Ａ

ＢＳＥの発生予防対策と原
因究明を図ることにより、
肉用牛生産と酪農および牛
肉の加工流通販売産業の健
全な発展を図ります。

死亡牛（24か月齢以上）検査
実施率

Ａ

食用牛のＢＳＥ全頭検査に
より、県民に安全な食肉を
安心して食べてもらいま
す。

食用牛全頭検査実施率 Ａ

女性の農業委員数 Ｃ

地域における農山漁村女性団
体ネットワーク数

Ｂ

農林水産業の一層の振興を
図るため、農業開発公社を
水産振興公社に統合しま
す。

公社の統合 Ｃ

水田の利用率 －

達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的

生産振興・経営支
援対策
（農林水産政策
課、生産振興課）

検証指標・手段
施策名

（課　名）

農林水産業や地域社会の意
思決定の場へ女性の参画を
促進します。

食の安全・安心対
策
（畜産課）

内部管理業務
（農林水産政策
課）

　内部管理業務を適切に実施しました。
　その理由として①他部局や部内各課と連携
し、農林水産政策の推進を図るとともに適正
な組織運営に努めたこと、②試験研究機関評
価の実施により効率的な試験研究体制の整備
に努めたこと、③公共事業評価の実施により
公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を
図ったことなどが挙げられます。

　生産振興・経営支援対策については、一部
に課題があります。
　男女共同参画については、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ネッ
トワークの動きが見うけられるようになりま
した。目標に対しては十分な成果が得られて
いませんが、今後の動きが期待されます。
　新たな米政策の展開については、14年度に
比べ水田面積が500ヘクタール、水田への作
物作付け延べ面積が200ヘクタール減少して
いますが、水田の利用率は０．３ポイント上
昇しました。需要に応じた売れる米づくりと
ともに増加傾向にある不耕作地の解消が引き
続き重要な課題となっています。
　しかしながら、公社の統合については、水
産振興公社との協議が整わず、１６年度中に
統合できませんでした。

消費者・実需者との連携を
基礎として、農業者の自主
的経営判断に基づく需要に
応じた農産物の生産体制と
水田高度利用の確立を図り
ます。

　食の安全・安心対策については、食用牛の
全頭検査を100％実施するなど適切に実施し
ました。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

多機能型農業公園整備事業着
工に向けた周辺環境調査を実
施します。

－

ヒアリング指導の実施団体数
（農協）

Ａ

ヒアリング指導の実施団体数
（漁協）

Ｂ

借受希望者に対する融資率 Ａ

農業共済
常例検査実施団体数

Ａ

農協,漁協、森林組合
常例検査実施団体数

Ａ

Ａ

ちばエコ農産物の作付面積 Ａ

ちばエコ農業産地指定 Ａ

ちばエコ農産物品目数 Ａ

食品販売店等における適正表
示率

Ａ

ちば食育ボランティアの活動
報告数

Ａ

食の安全・安心対
策
（安全農業推進
課）

　食の安全・安心対策を適切に実施しまし
た。
　この理由として、①「ちばエコ農産物」三
倍増運動の実施により、農林振興センター及
び農業総合研究センターと連携して推進した
こと、②食品表示ウォッチャーの設置によ
り、食品品質表示の監視体制を推進したこ
と、③講習会や情報交換会を通じてちば食育
ボランティア活動を支援したことなどが挙げ
られます。

消費者の視点に立った、安
全で安心できる農水産物の
生産と供給が求められてい
ます。
消費者への信頼を確保し、
消費者が安心して食品を選
択し購入できるよう「食の
安全・安心システム」の構
築を目指します。

食育（食材豊富な千葉県に
育った喜びと健康の実感）
を推進します。

生産振興・経営支
援対策
（団体指導課）

　内部管理業務を適切に実施しました。
　その理由として、①課内各室との連絡・連
携を図り、適正な組織運営に努めたこと、②
電子メール等を積極的に活用して情報伝達を
迅速に行ったことなどが挙げられます。

　生産振興、経営支援対策に向けて概ね順調
に進んでいますが、一部に課題があります。
　検査は目標通り終了しているものの、検査
報告が完了していない漁協に対してのヒアリ
ング指導が実施できていないのが現状です。

　地域資源・地域環境対策としてあげた「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。
　今後は、地域の活性化に向け、成田国際空
港株式会社の計画に協力してまいります。

地域資源・地域環
境対策
（農林水産政策
課）

空港周辺地域の農業振興や
地域の活性化を図ります。

内部管理業務
（安全農業推進
課）

農林振興課各室が、その使
命・役割を発揮できるよう
に、適正な組織運営を行い
ます。
また、農林振興課の政策の
企画・立案にあたって、情
報の提供及び連絡調整を行
います。

農業,漁業協同組合等の運営
の適正化、経営の健全化を
確保するため、厳正な検査
と適切な指導を行います。
また、農業者、漁業者等の
経営の安定を図るため、融
資等を行います。

課内職員の業務等の遂行状況
を把握し、適正な組織運営に
努めます。
　また、課内職員に必要な情
報が共有されるように、迅速
な情報の収集・提供を行うと
ともに、連絡調整を行ないま
す。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

「千葉ブランド」販売モデ
ル・協力店

Ａ

千産千消ネットワークシステ
ム

Ａ

認定農業者数（経営体） Ｃ

農地利用集積率 Ｃ

農地の利用権設定等面積 Ａ

グリーン・ブルーツーリズム
モデル事業実施地域

Ａ

グリーン・ブルーツーリズム
インストラクター養成数

Ｂ

市民農園開設数 Ｂ

農用地区域内農地面積 Ａ

地域資源・地域環
境対策
（安全農業推進
課）

　地域資源・地域環境対策を概ね適切に実施
しました。
　この理由として、①本県の豊かな緑と大
地・全国有数の農林水産業などの特色を活か
した都市と農漁村交流を推進するグリーン・
ブルーツーリズムモデル事業が県内６地域で
実施され、地域資源の再調査、モデルコース
の策定、イベントの開催を通し、都市と農漁
村の交流が図られたこと、②グリーン・ブ
ルーツーリズムインストラクター養成につい
ては、研修会を開催し、３０人の養成ができ
たこと、③市民農園の開設数は、ＰＲなどを
中心に普及に努めたことにより、目標の９
７％の１６０箇所までになったことなど、一
定の成果をあげることができました。

生産振興・基盤整
備対策
（農地課）

農業生産の基礎的資源であ
るとともに、県土保全機能
や環境保全機能を有する優
良農地を確保・保全し、農
業の発展に資することとし
ます。

本県農業の永続的な発展を
図るため、効率的で安定的
な農業経営体を育成しま
す。

　生産振興・経営支援対策を適切に実施しま
したが、一部に課題があります。
　この理由として、①新規就農総合相談セン
ター（農林振興課）及び新規就農相談セン
ター（各農林振興センター、農業開発公社、
農業会議）による就農相談とパソコンシステ
ムによる就農情報の共有化が図られたことや
就農希望者と求人希望農業法人等が一同に会
した合同面接会の実施により新規就農支援体
制の整備が図られたこと、②農地売買等事業
については、３．７ｈａの農用地買入、４．
８ｈａの売渡を実施し、農地保有合理化を促
進するとともに、認定農業者等への規模拡大
による水田を主体とした経営体の支援（２団
体）をしたこと、③農業経営基盤強化地域会
議や市町村農業経営改善支援センター現地検
討会等を実施した結果、認定農業者が２０３
経営体増加するとともに、農業法人が２１経
営体増加しました。一方、認定農業者数、農
地利用集積率については目標に達成しておら
ず、今後、更なる担い手への農地の利用集積
を図るとともに、安定した農業経営の担い手
を確保していく必要があります。

本県の豊かな緑と大地、そ
して全国有数の農林水産業
などの本県の特色を活かし
た都市と農漁村交流を展開
し、地域農業の振興を図り
ます。

　生産振興・基盤整備対策の実現に向けて順
調に進んでいます。
　研修会を開催したことにより、市町村単位
の農用地利用計画について、市町村が主体的
かつ適切に取り組むこととなりました。「農
振整備計画の変更」については、従来、法定
要件を判断しなかった市町村が多かったが、
研修後は独自に判断する市町村が増えていま
す。

生産振興・経営支
援対策
（農業改良課、生
産振興課）

流通販売・消費対
策
（安全農業推進
課、生産振興課）

　流通販売・消費対策を適切に実施しまし
た。
　この理由として、①県産農産物の「千葉ブ
ランド」の象徴である「ちばエコ農産物」の
販売協力店の登録数が目標を上回ったこと、
②千産千消ネットワークの構築に向けて、農
業団体、実需者等との検討を重ねたことによ
り、県内で必要となる機能の整備を関係団体
等が積極的に取り組むようになったことな
ど、「千葉ブランド」の確立に向けて一応の
成果を上げることができました。

消費者の食の安全や身近で
新鮮な農産物へのニーズが
高まる中、県内はもとよ
り、首都圏や全国に向けて
県産農産物の販売促進を展
開して、県産農産物の信頼
と評価を高めます。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

水田のほ場整備率
（標準区画３０a以上）

Ａ

用排水施設の整備後の
効果発生面積(受益面積)

Ａ

多面的機能を持つ水利施設の
効果発生面積(受益面積)

Ａ

土地改良総合整備後の
水田の汎用化面積

Ａ

生産振興・経営支
援対策
（農村整備課）

米の需給動向に応じた多様
な作物が栽培できるよう
に、暗渠排水等の生産基盤
の整備を行い、水田の汎用
化と高度利用を推進し、食
料の安定供給と生産性の向
上を図ります。

　生産振興・経営支援対策（土地改良総合整
備事業）による農業の生産性の向上や効率的
で安定的な農業経営の実現に向けて、水田の
汎用化が順調に進んでいます。
　この理由として、土地改良総合整備事業後
の水田の汎用化面積が、前年度より８７ｈａ
と大幅に増加していることが挙げられます。

意欲のある経営体が効率的
かつ安定的な営農ができる
生産基盤の整備を推進し、
農業の構造改革を加速さ
せ、優良農地を将来にわた
り適切に維持・保全してい
きます。

　生産振興・経営支援対策（農業生産基盤整
備の推進）による農業の生産性の向上や効率
的かつ安定的な農業経営の実現に向けて順調
に進んでいます。
　この理由として、
①農業生産基盤の整備（ほ場整備）を実施す
ることにより、２地区が完了し、省力化・労
働生産性の向上が図られ、収量の増加、安定
生産など農業生産の増大に大きく寄与しまし
た。
②地域住民及び学校と連携して田んぼの学校
を実施したことにより、農業と生態系の保全
に対する理解を深めました。
③用排水施設の整備については、厳しい予算
の中で効率的な予算配分とコスト縮減及び計
画の見直しをおこない、平成１６年度に実施
している１８地区のうち７地区を完了するこ
とが出来、事業の早期効果発現が図られまし
た。
④土地改良施設の維持管理により、施設の現
況調査及び機能診断を行い、その結果に基づ
き対策工事を実施したことにより、土地改良
施設の長寿命化が図られました。

　地域資源・地域環境対策（住みよい農村の
整備）による農村地域の農業水利施設の持つ
親水機能や良好な景観の形成の実現に向け順
調に進んでいます。
厳しい予算の中で、効率的な予算配分と、コ
スト縮減及び計画の見直しをおこない、当初
予定の工期を短縮して、平成１６年度に実施
している３地区を全て完了することが出来、
事業の早期効果発現が図られました。

地域資源・地域環
境対策
（耕地課）

水源のかん養・景観形成・
地域文化の継承などの多面
的機能を持つ農地・農村
を、県民の生活の安定と豊
かさを確保する基盤とし
て、次世代に引き継いでい
きます。

生産振興・経営支
援対策
（耕地課）
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

農業集落排水整備率 Ａ

広域営農団地農道整備
供用延長 Ａ

ため池等整備箇所数 Ａ

「ちばエコ農産物」技術開発
品目数 Ａ

食育ボランティア育成数 Ａ

実験品目数(ICタグ)
調査、研究

Ａ

グレードアップ産地における
生産履歴記帳産地数

Ａ

識別品種数研究開発 Ａ

選抜試験、栽培試験の実施 Ａ

地域資源・地域環
境対策
（農村整備課）

都市地域に比べて遅れてい
る農村地域の下水道、農道
等のインフラ整備を行い、
生活環境の向上と地域の活
性化を図ります。

老朽化した、ため池等の農
業用施設や地すべり地域に
おいては、降雨地震等によ
り災害を受ける恐れがあり
ます。自然災害を未然に防
止するため農地や施設の整
備を行い農業経営の安定と
県土の保全を図ります。

　地域資源・地域環境対策による生産性の高
い農業の確立と活力ある住み良い農村社会の
実現に向けて概ね順調に進んでいます。農業
集落排水及び広域営農団地の整備により農村
地域の水質改善や生活環境の改善等が図られ
ました。また、ため池等整備により、災害の
防止と県土の保全が図られました。

食の安全･安心対策
（農業改良課）

食の安全・安心を推進しま
す。

トレーサビリティの最先端
手法の検証等を行います。

　食の安全・安心の確保に向け、おおむね順
調に進んでいます。
　その理由として、①ちばエコ農産物の認証
基準を達成することが難しいとされるスイ
カ、トマトなどの５品種において、栽培技術
を確立したこと、②食育ボランティアに登録
した５２４人の農業者に対して講習会を開催
し、食と農に関して幅広い知識を有するボラ
ンティアを育成したこと、③本県の水稲奨励
品種等１０品種のうち、８品種についてＤＮ
Ａ識別技術を確立したことなどがあげられま
す。

流通販売・消費対
策
（農業改良課）

千葉県の栽培環境に適し、
製粉特性や製パン性に優れ
た小麦品種を選定します。

　千葉県に適したパン小麦品種の選定作業は
順調に進んでおり、有望品種として、「ミナ
ミノカオリ」、「ニシノカオリ」の２品種を
選定しました。

県産米の信頼性を向上する
水稲品種のＤＮＡ識別技術
を開発します。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

新規就農者の確保 Ｂ

女性起業家の育成 Ａ

特徴のある産地づくりなど
により、販売額の増加など
を目指します。

県内２０地域の産地における
販売額の増加額

Ａ

新しい技術の普及や、情報
通信システムの活用によ
り、本県農業の技術向上を
図ります。

ホームページ「ちばの農林水
産業」へのアクセス数

Ａ

試験研究成果発表会での発表
数

Ａ

新品種育成数 Ａ

農薬使用量の削減率（対元年
比）

Ｂ

耐病性芝草新品種登録数 Ｂ

無農薬化関連技術の特許取得
件数

Ｂ

県の育成した芝草新品種の
県内普及面積

Ｂ

適正な内部組織・定数、人
事の管理を行います。

課内及び出先機関職員の業務
等について、遂行状況を把握
し、適正な組織運営に努めま
す。

Ａ

課内及び出先機関の予算・決
算の管理を適正に行う。ま
た、職員がスムーズに業務に
専念できるよう内部事務を行
います。

Ａ

迅速な情報収集・提供に努
め、情報を共有化して、政
策・課題への的確な対応を図
ります。

Ａ

原種等配付数 Ａ

公益法人指導 Ａ

職員の業務等の遂行状況を把
握して、適正な組織運営に努
めます。

Ａ

地域資源・地域環
境対策
（農業改良課）

　関係機関や民間企業等と連携して、新品種
の育成などに取組んでおり、これまでに「チ
バグリーンＢ－１」、「チバラフワン」、
「ちばフェアグリーン」、「シーワイツー」
の４品種を育成しました。
　また、耐病性芝草新品種については、県立
公園等の無農薬管理芝生へも波及させる必要
があり、現在、県内の防災公園等に8,682㎡
導入しています。

ゴルフ場における無農薬化
対策を進めます

内部管理業務
（農業改良課）

適正な予算・決算の管理、
その他内部管理業務を行い
ます。

　内部管理業務を適切に実施しました。
　その理由としては、①課内及び出先機関の
連絡・連携を図り、適正な組織運営を図った
こと。②個人配付パソコンのより一層の活用
により、事務の効率化を図ったことなどが挙
げられます。

内部管理業務
（生産振興課）

部の政策や課の取り組み課
題等に係る企画・立案、情
報提供、連絡調整を行いま
す。
また、農業生産の基本であ
る原種・種苗配付対策に取
り組みます。
公益法人等の指導を行いま
す。

課の使命・役割を十分発揮
できるように適正な組織運
営に努めるとともに、課内
の業務・調整等、進行管理
を行います。

　内部管理業務を適正に実施しました。
　その理由として、①課内各室と連携し、部
の政策や課の取組み・課題に的確に対応した
こと、②農業生産の基本である原種・種苗の
配布（30種類57品種の見込み）を順調に実施
していること、③公益法人の指導監督を適切
に行ったこと、④課内各室との連絡・調整を
図り、適正な組織運営対応に努めたこと、な
どが挙げられます。

　特徴のある産地づくりと新しい技術の開
発・普及については、おおむね順調に進んで
います。
　農業を支える経営体、担い手の育成につい
ては、農業経営体育成セミナーの受講者数が
２６２名など、栽培技術や経営管理能力の向
上に一定の成果を挙げることができた一方、
新規就農者数は、１７７人（新規就農：７１
人、離職就農：９１人、新規参入：１５人）
と目標を下回りました。
　なお、新規就農者数は、社会経済の状況が
大きく影響すると考えられます。

農業を支える経営体及び担
い手の育成を行うことによ
り、本県農業の維持発展を
図ります。

本県農業者、消費者の生活
に役立つ試験研究を行いま
す。

生産振興・経営支
援対策
（農業改良課）
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

農薬適用拡大試験 Ａ

農薬使用取締(検査・指導) Ａ

農薬薬安全使用研修会 Ａ

農薬管理指導士の認定 Ｂ

県産農産物残留農薬分析 Ａ

地域推進協議会の開催 Ａ

記帳研修会等の開催 Ａ

推進指導員の設置等 Ａ

生産管理記帳マニュアルの作
成・配布

Ａ

トレーサビリテイシステムの
導入

Ｃ

輸出事業については段階的に
取り組むこととし、１６年度
は生鮮野菜、果実等で試行的
に実施し、市場を開拓しま
す。

Ｂ

食の安全・安心対
策
(安全農業推進課)

地域特産農産物等は適用の
ある農薬が少ないことか
ら、生産上支障をきたして
おり、早急に登録の適用を
拡大する必要があります。
また、安全な農産物生産を
推進するために、農薬使用
基準を周知徹底するととも
に、農薬による事故の防止
及び農薬の適正な流通・使
用を推進します。
併せて、県産農産物の信頼
確保を図るため、残留農薬
分析を実施します。

生産履歴情報の開示を前提
とし、農薬や肥料の使用方
法等の記帳を普及、定着化
を図るために、推進協議会
の開催、行動計画の策定、
研修会等の開催、推進員の
設置等の取組を中心とする
運動を展開します。
また、米のトレーサビリテ
イシステムの導入を行いま
す。

　安全・安心な県産農産物生産に向けて、順
調に進んでいます。
　この理由として、農産物の残留農薬や農薬
使用について、①農薬安全使用研修会の開
催、②農薬取扱者への立入検査・指導体制の
充実、③農薬取扱者への指導的役割を果たす
農薬管理指導士の認定推進等により、農薬の
安全・適正使用を図ってきたことが挙げられ
ます。その結果、無登録農薬等の不適正使用
は皆無となり、事故等も非常に少なくなりま
した。また、県産農産物を出荷前に残留農薬
分析を実施しましたが、残留農薬基準値を超
過した農産物はありませんでした。
　さらに、地域特産農産物等では、登録拡大
のための各種試験を実施し、概ね目標を達成
できましたが、一部の作物では天候等により
試験が実施できなかったので、次年度におい
て取り組んでまいります。
　生産履歴記帳運動では、生産履歴記帳マ
ニュアルとして「生産履歴記帳のすすめ」を
作成し全農家に配布いたしました。また、こ
の運動を展開するため、①地域推進協議会の
開催、②記帳推進指導員の設置、③記帳研修
会を開催してきました。なお、米のトレーサ
ビリテイシステムの導入については、事業主
体の取り下げにより実施できませんでした。

流通販売・消費対
策
（生産振興課）

農産物輸入の増加のもとで
国内農産物価格は低迷を続
けており、需要も頭打ちと
なって、米・野菜・果実等
の産地では、産地の生き残
りが大変厳しい状況にあり
ます。
そこで海外市場に焦点を当
て、輸出事業に段階的に取
り組み、海外市場を新たに
開拓します。これにより、
新規需要を掘り起こしま
す。

　流通販売・消費対策については概ね順調に
進んでいます。
　その理由として、①農産物の輸出に求めら
れる要件や手続き、慣習など様々なノウハウ
を生産者が吸収することができ、目標への達
成度は大きいと思われること、②農産物輸出
の成約には至りませんでしたが、取扱い業者
など取引の糸口になる交渉の窓口を作ること
ができたことなどが挙げられます。また、植
木については、オランダ・ベルギー等への試
験輸出を行い、次年度に向けた足がかりとな
るとともに、県下植木生産者のモデルケース
となりました。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

施設化面積 －

集選果施設整備数 Ｂ

予冷施設整備数 Ａ

水稲生育情報の提供 Ａ

落花生生育情報の提供 Ａ

水稲種子更新率 Ｂ

検査1等級米比率 Ａ

稲作の基幹施設整備 Ａ

水稲・麦・大豆の生産組織数 Ａ

落花生の種子確保量 Ｂ

病害虫発生予察情報会議の開
催

Ａ

病害虫発生予察情報の提供 Ａ

病害虫防除指針の発行 Ａ

食品残渣や家畜排せつ物な
どを利用した自然有機肥料
の製造技術やその栽培技術
を実用化し、バイオマスの
有効利用により環境と調和
のとれた循環型社会の構築
を図ります。

バイオマス利活用モデル地区
数

Ａ

エコファーマーの数 Ａ

集落・産地計画策定数 Ａ

廃プラスチックの処理量 Ａ

生産振興・経営支
援対策
（生産振興課）

国際競争に耐え得る体質の
強い園芸産地を確立するた
め、施設化・省力化・直売
施設の整備や消費者・実需
者に選ばれる安全・安心な
県産園芸品の安定供給に向
けて産地整備を図り、園芸
農業の構造改革を推進しま
す。

農作物に被害を及ぼす病害
虫の防除を適切かつ安全に
実施し、安心な農産物の安
定的な生産を推進します。

米及び麦・大豆等の主要作
物については、地域や集落
の担い手を確保しつつ、地
域特性を生かした低コスト
で高品質な産地づくりを進
め、実需者ニーズに即した
安定供給体制の確立を図り
ます。
落花生などの特産作物につ
いては、全国的に主要な産
地として品質の向上や低コ
スト化を進めます。
あわせて、安全安心を確保
するため、生産管理記帳の
運動に取組みます。

　安全・安心な県産農産物の安定供給に向け
た産地整備に向けて順調に進んでいます。
　この理由として、園芸作物については、①
集出荷施設の整備状況が154箇所となり、集
出荷の低コスト化が図れたこと、②予冷施設
の整備状況が88箇所となり、新鮮な出荷体制
を確立できたことなどが挙げられます。一
方、施設化面積は2,049haで目標に達しませ
んでしたが、着実に施設化が図られていま
す。
　また、米や特産作物では、①水稲や落花生
の生育情報の提供による適正な栽培管理を推
進してきたこと、②基幹施設の整備等により
高品質・低コスト化を図ってきたこと、③水
稲種子の適正更新や落花生種子の確保、地域
特性を生かした実需者ニーズに即した生産と
産地づくりを展開しました。
　なお、病害虫発生予察情報会議を11回開催
し、予察情報等を17回発行するとともに、病
害虫防除指針1400部を発行するなど、適期・
適切な防除の啓発を図ったため、病害虫によ
る大きな被害はありませんでした。

地域資源・地域環
境対策
（安全農業推進
課、生産振興課）

園芸用廃プラスチックの千
葉県園芸用プラスチックリ
サイクルセンタ－での適正
（再生）処理を推進し、資
源の有効利用、農村環境の
保全及び施設園芸の健全な
発展を図ります。

本県農業の持続的発展、地
域資源の活用、生産者と消
費者の提携を理念として、
生産性の向上を図りつつ、
家畜ふん尿等地域資源の活
用、農薬・化学肥料の節減
等に集落を基礎とした産地
で取り組み、環境にやさし
い農業を推進します。

　地域資源・地域環境対策を適切に実施しま
した。
　その理由としては、①バイオマス利活用モ
デル地域が1ヶ所設置されたこと、②エコ
ファーマーの認定が目標を大きく上回ったこ
と、③廃プラスチックのの適正処理が推進さ
れたことなどが挙げられます。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

課の政策の企画にあって、
情報の提供及び連絡調整を
行います。

課内職員に必要な情報が共有
されるよう、迅速な情報の収
集・提供を行うとともに、連
絡調整を行います。

Ａ

課内職員の業務等の遂行状況
を把握し、適正な組織運営に
努めます。

Ａ

牛の飼養管理情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ参
加団体数

Ｂ

豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ実施出荷頭数 Ａ

酪農組織の合併 Ａ

乳用牛群の検定牛率 Ｂ

和牛繁殖雌牛の飼養頭数
（２歳以上）

Ａ

発酵粗飼料用稲の作付面積 Ｂ

法定伝染病発生件数 Ｃ

届出伝染病発生件数 Ｃ

酪農ヘルパー酪農家参加率 Ｂ

養豚ﾍﾙﾊﾟｰ組合設立数 Ｂ

指導件数 Ａ

食の安全・安心対
策
（畜産課）

　食の安全・安心対策の実現に向けて概ね順
調に進んでおりますが、一部に課題がありま
す。
　その理由として、
①　牛の飼養管理情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについては、
県がﾃﾞｰﾀ入力の窓口となったことから、団体
や生産者の負担が軽減されたことが挙げられ
ますが、生産者団体の参加が進みませんでし
た。
②　豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨについては、事業説明会や
研修会の開催によりﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨに対する理解
と必要な知識の　習得が進んだこと、協議会
の開催、生産者への指導及び情報管理機器等
の導入助成により生産・と畜・加工・販売各
段階の連携が図られたことなどが挙げられま
す。
　この結果として、平成17年度には、ﾄﾚｰｻﾋﾞ
ﾘﾃｨの実施頭数が8千頭となる見込みです。

牛・豚の生産履歴を明確に
記録
し、それら情報を必要に応
じて提供できるシステムを
構築することにより、畜産
物に対する消費者の信頼性
を確保します。

流通販売･消費対策
（畜産課）

生乳の需給調整推進対策を
実施するとともに生乳流通
の改善を図ります。

　流通販売・消費対策の実現に向け、順調に
進んでいます。
　この理由として、酪農組織の合併により、
20組織から16組織になったことが挙げられま
す。

生産振興・経営支
援対策
（畜産課）

消費者の求める良質で安全
な畜産物を効率的に生産す
るため、能力の高い家畜を
確保・拡大するとともに
自給飼料の増産を進めま
す。
また、家畜伝染病の発生予
防やまん延防止対策を実施
することにより、畜産物の
供給安定と生産性の向上を
図ります。

ゆとりある酪農・養豚経営
の確立を図るため、ヘル
パー制度により労働支援の
充実強化を図ります。
また、経営感覚に優れた生
産性の高い畜産経営体を育
成・支援します。
さらに、畜産農家の経営安
定を図るための価格差補て
ん事業の推進を図ります。

　生産振興・経営支援対策の実現に向けて概
ね順調に進んでいますが、一部に課題があり
ます。
　この理由として、
①　乳用牛群の検定牛率については、１６年
度で約１６％に達したことが挙げられます。
②　肉用牛については、繁殖雌牛の飼養頭数
のうち、２歳以上の頭数は１６年８月現在で
１，３２０頭と増加したことが挙げられま
す。
③　発酵粗飼料用の作付面積については、耕
畜連携により水田を活用した飼料作物の増産
を図りましたが、１５年の米価が高騰したこ
とから食用米への転換があり作付面積が減少
したと考えられます。
④　家畜の法定伝染病を減少させるには、畜
産農家の防疫対策や早期発見・早期対策によ
るまん延防止が大変重要です。発生件数は、
早期発見を目的とした検査を実施した結果、
増加したものであり、清浄化に向けた取り組
みは進んでいると考えます。
⑤　酪農ヘルパー利用農家は減少しました
が、酪農家戸数が減少しており参加率は変化
しませんでした。
⑥　養豚ヘルパー組合の設立については、事
業説明会開催による事業内容の周知、全生産
者を対象とした意向調査、地域別検討会の開
催等を行ったことにより、養豚農家がヘル
パーへ要望する内容の把握など、ヘルパー組
合設立に向けた準備を行うことが出来まし
た。
⑦ 関係機関が連携して事業の推進をした結
果、経営感覚に優れた畜産経営体の育成・支
援が順調に進みました。

内部管理業務
（畜産課）

課内の使命・役割を発揮で
きるよう、適正な組織運営
を行います。

　内部管理業務は順調に進んでいます。
　その理由として、①課の政策の企画にあっ
て、情報の提供及び連絡調整が、電子メール
等を概ね活用できたこと、②課内の使命・役
割を発揮できるよう、適正な組織運営が図ら
れたことなどが挙げられます。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

畜産農家における家畜排せ
つ物の適正管理と有機質資
源として有効活用を推進し
ます。

適正処理率
（法適用対象農家ﾍﾞｰｽ）

Ｂ

酪農のさと来園者数 Ｃ

地域森林計画の策定 Ａ

計画的な森林施業を行う森林
所有者への交付金による支援
面積

Ｂ

林道(自動車道)の整備 Ａ

森林組合の広域合併に向けた
改革プラン策定

Ａ

木造公共施設の整備 Ｂ

特用林産物の生産額 Ｃ

保安林の指定面積 Ａ

山地災害危険地区に対する治
山事業の実施割合

Ｂ

巨樹・古木の選定による県
ホームページでの紹介

Ａ

教育の森利用回数 Ｃ

地域資源・地域環
境対策
（畜産課）

酪農・畜産に関する県民の
理解向上、都市と農村の交
流促進及び畜産振興と地域
活性化に資することとしま
す。

　地域資源・地域環境対策の実現に向けて概
ね順調に進んでいますが、一部に課題があり
ます。
　この理由として、
①　畜産農家への巡回指導を強化し、家畜排
せつ物の適正処理に対する理解を推進できた
こと、補助事業制度や融資制度の活用により
施設整備率の向上が図られたことなどが挙げ
られます。
②　酪農のさとのＰＲに努め、施設への来園
者を一定数確保することができましたが、来
園者数は前年同期比で２２％減少しました。
これは、平成１６年６月に腸管出血性大腸菌
感染症の発生があり、来園者の安全対策とし
て動物とのふれあいを一定期間中止したこと
などが考えられます。

生産振興・経営支
援対策
（林務課）

　森林の多面的機能の持続的な発揮と森林資
源の循環的利用の実現に向けて概ね順調に進
んでいますが、一部に問題があります。
　県の取組みについては、①地域森林計画の
樹立や森林組合の改革及び広域合併に向けた
プランの策定を目標期日までに行い、林道開
設は目標延長を上回り、木造公共施設の整備
は丸山町の中学校付属施設を建築するなど成
果をあげ、②交付金による森林所有者への支
援面積は目標の８４％の実績で順調に進んで
いるが、③特用林産物の生産については、中
国産等の輸入しいたけの急増に起因して、し
いたけ価格の低下と生産量の落ち込みが続い
ており、目標額を下回る結果となっていま
す。

県内民有林の保全・整備に
関する１０箇年計画である
地域森林計画を樹立すると
ともに，森林整備を推進す
るため，林道網の整備，県
産材の需要拡大対策，担い
手の育成対策，特用林産の
振興対策等を総合的に実施
し，森林の多面的機能の持
続的発揮と森林資源の循環
的利用を促進します。

地域資源・地域環
境対策
（林務課）

　森林の多面的機能の持続的な発揮と森林資
源の循環的利用の実現に向けて概ね順調に
進んでいます。
　県の取組みについては，①保安林の指定及
び巨樹･巨木の選定による県ホームページで
の紹介は目標数を上回る成果をあげました。
なお，②山地災害危険地区に　対する治山事
業の実施割合については，予算が減少した中
で工法の検討や工事コストの削減等に努めた
結果，概ね目標を達成しましたが，③教育の
森利用回数について16年度は，異常な夏の暑
さや多数の台風の上陸等により児童生徒の利
用が制限されたこともあり目標を割り込みま
した。

保安林の指定を推進し治山
事業での公的関与による森
林整備を進める一方，森林
を対象とした開発について
は林地開発許可制度の適正
な運用を図り，森林の保全
と森林の土地の適切な利用
を確保し住み良い環境づく
りを推進します。
また，県内の巨樹・古木に
関する情報を発信するとと
もに，森林環境教育の場を
整備することにより，子供
から社会人まで含めた県民
の森林に対する理解の促進
を図ります。
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達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

山火事防止運動を実施し、
貴重な森林資源の消失を未
然に防止します。

森林国営保険の加入面積 Ｂ

里山活動協定の知事認定件数 Ａ

県民の森入園者数 Ｂ

森林整備面積 Ｂ

適正な水産行政が行えるよ
う予算、決算、人事、組織
運営を行います。

課内の事務事業を把握し適正
な予算、組織運営に努めま
す。

Ａ

局内の事業に係る企画及び連
絡調整を行います。

Ａ

個別事業所への衛生管理指導
を行う加工業種数

Ｂ

学校給食への水産物の提供 Ｂ

朝揚げ水産物の直送体制 Ｂ

加工新製品の開発 Ｂ

海面漁業・養殖業生産量/年 Ｂ

水産加工品生産量/年 Ｂ

漁業就業者数/年 Ｂ

地域資源・地域環
境対策
（みどり推進課）

「里山条例」の県民への定
着と自然との豊かなふれあ
いの場を提供します。

・山火事防止運動を適切に実施しました。そ
の理由として、森林・林業関係者や森林レク
レーション等での入山者への普及啓発を行っ
たこと、大きな森林火災の発生がなかったこ
となどが挙げられます。
　ただ、森林国営保険の加入面積について
は、長引く木材価格の低迷を背景として森林
所有者の森林整備への意欲が低下しており、
目標を若干下回る結果となりました。
・「里山条例」の県民への定着に向けて順調
に進んでいます。この理由として、里山の保
全、整備等の活動への積極的に参加する意欲
を高めてもらうための「里山フェスティバ
ル」や「里山フォーラム」を開催し、多くの
県民に対しメッセージを発信したこと、里山
活動団体の活動を支援しするための「ちば里
山センター」が設立されたこと、里山の整備
についての技術研修会や、一日里山活動体験
などを開催したことなどが挙げられます。
・森林整備の推進については、長らく続いて
いる木材価格の低迷、森林・林業従事者の高
齢化等が相まって、森林整備に対する森林所
有者の意欲が低下していることなどから、目
標の２，３４８ｈａに達することはできませ
んでした。

森林の有する多様な機能を
総合的に発揮させるため、
森林資源の保全と育成を推
進します。

内部管理業務
（水産課）

水産局政策の企画立案を行
います。

　内部管理業務を適切に実施しました。
　その理由として①適正な予算、組織運営に
努めたこと。②局内の企画及び連絡調整を
行ったことなどが挙げられます。

食の安全・安心対
策
（水産課）

県民への水産業への理解を
深めるとともに、より安全
で安心な水産物を供給しま
す。

　食の安全・安心対策は順調に進んでいま
す。
　その理由として①施設整備により市場の衛
生管理が向上が向上したこと。②個別指導に
より生産者の衛生管理意識が向上したこと。
③モデル小学校の給食への県産水産物の提供
や、都市部消費者対象のさかな料理教室へお
さかな普及員の派遣を通じて食育、魚食普及
を推進できたことが挙げられます。

流通販売・消費対
策
（水産課）

　流通販売・消費対策は順調に進んでいま
す。
　その理由として①朝揚げ「新鮮丸ごと千葉
のさかな」直送推進事業の実施を契機に、漁
協と都市部小売店との間で定期的な直送販売
が行われるようになったこと。②カタクチイ
ワシの食用利用を推進するため、小型魚向け
加工技術の導入や従来加工品の改良を進め、
てんぷら素材や新たな風味のごま漬けを開発
したことが挙げられます。

新鮮でおいしい水産物や高
品質の水産加工品を安定的
に供給することによって、
千産千消を推進します。

生産振興・経営支
援対策
（水産課）

漁船漁業のハイテク化、操
業の安全性を高め、資源状
態に応じた計画的な生産体
制を確立し、新鮮でおいし
い千葉のさかなを持続的・
安定的に供給します。

　生産振興・経営支援対策は順調に進んでい
ます。
　この理由として、漁業調査船による的確迅
速な漁況海況情報の提供により、本県漁船の
円滑な操業及び漁場の効率的利用が図られ、
海面漁業生産量の増加が見られました。特に
漁場範囲が広いカツオ、サンマについては、
調査船が2隻、3隻体制で効率的な漁場調査を
した結果、生産量が前年に比べカツオで2.8
倍、サンマで1.5倍に増加しました。

49



達成
状況

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
施策名

（課　名）

海底障害物除去 Ｂ

貝毒検査 Ａ

養殖魚の医薬品残留検査 Ａ

人工種苗５魚種の種苗放流 Ａ

種苗の放流 Ａ

資源管理の基礎調査
（５か年計画）

Ａ

漁場の造成（５か年計画） Ａ

三番瀬漁場再生調査 Ａ

水産物の供給基地漁港のほ
か、地域の活性化、高齢
者・女性のより安全で円滑
な漁業生産活動、利便性の
向上、航行の安全確保を図
るため、漁港整備を推進
し、併せて漁港利用の適正
化のため、漁港管理を行な
います。

漁港漁場整備事業(県管理
漁港13港)の整備率

Ａ

埋立及び道路等の整備面積 Ａ

　生産振興･経営支援対策に向けて順調に進
んでいます。
　その理由として､①漁港漁場整備事業(県管
理漁港13港)の整備率が前年度より6％増加し
たこと､②銚子　漁港の道路等の整備が完了
したことなどがあげられます｡

生産振興・経営支
援対策
（漁業資源課）

人工種苗５魚種の種苗放流については、当初
目標とした水準より６％増加し、目標を達成
することが
　できました。その要因として、人工種苗の
生産段階で、魚病の発生による大量斃死を防
ぐことができたため、目標の種苗放流を達成
することができたと考えられます。
・種苗の放流については、当初目標とした水
準を達成することができました。その要因と
して、放流に携わる漁業者の資源管理の意識
が向上し、漁業者の協力を得られたからと考
えられます。
・資源管理の基礎調査については、資源管理
方針の提示の実現に向けて、順調に進んでお
り、今年度は１魚種の調査が終了しました。
その要因としては、漁業者が資源管理方針の
作成に向けて、協力的であることが考えられ
ます。
・平成１４年度から平成１８年度の５ヶ年で
実施している漁場の造成については、進捗率
は平成１６年度末で５６％とおおむね順調に
進んでいます。
・三番瀬漁場再生調査は、今後の事業を実施
するうえで基礎資料となる、アサリ、アオサ
及びアマモに関する調査を予定どおり実施
し、必要なデータを得ることでおおむね目標
を達成しました。

本県沿岸漁業及び内水面漁
業における重要な資源の維
持・増大を図るため、種苗
の生産、放流、漁場の造成
や漁場環境の保全を行うと
ともに、漁業者自らが資源
管理を実践し、資源の持続
的利用を推進します。
　また、三番瀬漁場再生計
画のための調査を実施しま
す。

地域資源・地域環
境対策
（水産課）

漁村地域と都市部住民との
交流を通じ、産地における
県産水産物の消費拡大と漁
村の活性化を図る一方、漁
場の環境を整備・保全し、
漁業操業の安全を図りま
す。

東京湾の操業上支障となる海底障害物を調査
確認し、更に除去により操業の安全を確保す
る漁船漁業の振興対策は、概ね順調に進んで
います。
　その理由として①漁具による障害物の除去
を約４００立方ﾒｰﾄﾙ行えたこと。②鉄材、ア
ンカーなどの障害物を除去できたことなどが
挙げられます。一方、海底障害物の存在が確
認されながらも除去出来ないものや、新たな
障害物も発生も後を絶たない状況にありま
す。

食の安全・安心対
策
（漁業資源課）

・貝毒検査については、貝毒が検出されず安
全が確認されたことから、目標を達成するこ
とができました。
・養殖魚の医薬品残留検査については、医薬
品の残留した養殖魚は検出されなかったこと
から目標を達成することができました。

貝毒検査や養殖魚の医薬品
残留検査を実施し、食品と
しての安全を確保するとと
もに、県民に安心感を与え
ます。

銚子漁港の総合漁業基地化
を図るため､　公共施設用地
の造成及び水産加工場等の
漁港関連施設用地の造成を
行ないます。

生産振興･経営支援
対策
（漁港課）
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県土整備部　

県土整備部の組織運営方針
を遂行するための政策、組
織人事、経理等の調整を行
います。

部内職員の業務等の遂行状
況を正確に把握し、適正な
組織運営に努めます。

Ａ

県土整備部の政策につい
て、部局及び部内各課の情
報提供,連絡調整を行い,部
の政策の企画やとりまとめ
を行います。

他部との総合調整等を行な
うとともに部内職員に必要
な情報が共有されるよう、
迅速な情報の収集・提供を
行い部の政策のとりまとめ
を行ないます。

Ａ

自然災害、大規模事故等で
破損した社会基盤の復旧を
行うことにより県民の生
命・財産の保全を図りま
す。

災害等が発生したときに、
国及び関係市町村と必要な
連携・調整を図り、円滑な
事業の遂行に努めます。

Ａ

都市計画審議会の開催回数 Ａ

　まちづくりの主体である市町村と十分調整
をとり、適切なまちづくりの推進、都市計画の
決定・変更を行いました。

都市計画研修会等の開催 Ａ

開発に係る諸法令の規定に
基づく許可、承認、確認に
係る申請が、標準処理期間
内に処分される割合

Ａ

適正な開発計画に誘導する
ための、県民・事業者から
の開発に係る事前相談への
対応

Ａ

開発許可基準の情報提供に
係る県庁HPへのアクセス数

Ｂ

状況に応じた開発許可基準
の適宜適切な見直し及びそ
の周知

Ａ

違反宅地開発事業の行為者
に対する早期是正指導

Ａ

判定士の登録数の増加（養
成講習会の開催）

Ａ

都市計画の推進
（都市計画課）

「千葉県都市整備基本方
針」に沿ったまちづくりの
推進、都市計画決定・変更
を行います。

　開発行為等の指導・監督により、無秩序な
開発や違反宅地開発を未然に防止し、計画的
で良質な宅地開発を適切に誘導してまいりま
した。また、被災宅地危険度判定士の登録数
の増加を目指し、養成講習会を開催しまし
た。被災宅地危険度判定士数については、目
標を大きく上回る登録数を達成しました。
　総括いたしますと、目標を概ね達成した状
況であるといえます。

施策名
（課　名）

　県土整備部の組織運営方針を遂行するため
の政策、組織人事、経理等の調整を適切にし
ました。
　内容としては、①組織について部内事務事
業の更なる合理化を図るとともに各事業の進
捗状況に応じて事務所の新設、廃止した②予
算､決算等に係る業務を総合的に推進した③
政策の調整を進めるために必要に応じて適宜
部内各課を集めた会議を開催し部内の連絡調
整を図るとともに新たに発足した部としての
企画や調整のとりまとめを進めました④公共
土木施設災害復旧に係る業務を円滑に遂行し
たことなどがが挙げられます。

県土整備部の組織
運営方針を遂行す
るための政策、組
織人事、経理等の
調整
（県土整備政策
課）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

適正な都市的土地
利用の実現
（都市計画課）

開発行為等の指導・監督に
より、無秩序な開発や違反
宅地開発を未然に防止し、
計画的で良質な宅地開発を
適切に誘導します。

被災宅地危険度判定士を活
用して宅地の被害状況を迅
速かつ的確に把握し、危険
度判定を実施することに
よって、二次災害を防止
し、もって住民の安全の確
保を図ります。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

　県民にとって限りある財
産であり、生活・生産の基
盤である県土を、国土利用
計画法の趣旨に添って同法
に基づく届出を処理し、適
正かつ合理的な土地利用を
図ります。

国土利用計画法に係る届出
の標準期間内の処理率。適
正な運用のため法の趣旨・
目的等の県民・不動産業者
等への周知・広報活動

Ａ

　地価調査事業や、国の事
業である地価公示への協力
を通じ、一般の土地取引の
指標として県内各所の地価
情報を県民に積極的に提供
する等により、適正な土地
取引価格の形成に寄与しま
す。

地価情報に係る県庁HPへの
アクセス数

Ｂ

　国土の開発及び保全、利
用の高度化に資する地籍調
査事業の推進を図り、地籍
を明確化することを通じて
土地取引円滑化の基盤作り
を期します。

地籍調査事業の着手市町村
数の増加

Ｂ

関係機関に対し、県が発注
する建設工事の事故防止を
図るため、安全対策及び再
発防止策等について指導し
ます。

建設工事の安全を確保する
ため、建設工事安全対策委
員会により、必要な事項の
調査・検討・審査し、指
導・助言します。また研修
会・講習会の実施により、
安全対策を徹底します。

Ｂ

法律の規定による届出件
数、現場パトロール結果か
ら法施行の実態把握に努め
ます。

Ｂ

指針（法第４条関係）に基
づき建設ﾘｻｲｸﾙの推進に努め
ます。

Ａ

県民及び関係機関に対し
て、コスト縮減・環境負荷
の低減等に資する材料や民
間の開発した新技術の活用
を図るため、技術情報の提
供を推進します。

溶融スラグ等の新技術の利
用拡大を図るための情報提
供を実施していきます。

Ｂ

県が発注する工事等の請負
業者等に対し、工事や委託
業務が適正に行われ、契約
どおりの品質が確保されて
いるかどうかを厳正かつ効
率的に検査し、併せて品質
向上のための技術指導を行
います。

検査精度の向上を図るた
め、関係者への講習会・検
査監研修等を実施し、品質
向上及び成績評価の公平に
努めます。

Ｂ

建設業法を遵守させること
により、建設工事の適正な
施行を確保し、発注者等を
保護するとともに、建設業
の健全な発達を促進しま
す

建設業法に基づく許可・指
導･相談を適正に行います。

Ａ

建設工事にかかる入札･契約
制度の適正な運用とその指
導及び同制度の改善を適切
に行います。

Ａ

16年度は啓発活動に重点をおいた事業展開を
行ってきましたが、その展開手法により一定
の成果を上げることができました。

適正な公共工事等
を執行するための
指導・管理・検査
（技術管理課）

１　建設工事の事故防止の徹底
　　平成１６年度の千葉県発注の建設工事に
おける事故発生件数は前年度の１４件に対し
て１１件に、県土整備部の事故発生件数は１
１件から７件にそれぞれ減少しています。
２　建設リサイクルの推進
　　建設リサイクルの推進は順調に進んでい
ます。
その理由として①建設廃棄物のリサイクル率
が目標を超えて向上したこと。②建設発生土
については５４％から６４％（平成１４年度
値）と１０ポイント上昇し、今年度は更に向
上が見込めること。③国・県・関係業界等か
らなる千葉木材ワーキングや建設汚泥検討会
等が発足し、当該廃棄物のリサイクルの促進
が期待できること。などが挙げられます。
３　新技術の活用・普及に向けた情報提供
　　新技術の活用・普及に向けて、県庁内
ホームページに４５件の新技術を掲載すると
ともに、県・市職員２４０人の参加のもとに
４７件の新技術の発表会（２回）を開催し、
情報の提供を図りました。
４　品質確保のための厳正かつ効率的な検査
　　関係者への講習及び検査監研修の実施に
より、目標に向けて概ね順調に進んでいま
す。

県民及び建設業関係者等に
対し、建設リサイクル法の
遵守と建設副産物の発生抑
制・建設資材の再利用・再
使用及び適正処理を推進し
ます。

県民が安心できる
土地取引の基盤づ
くり
-適切かつ円滑な土
地取引の促進-
（都市計画課）

建設業法の施行、
建設工事に係る入
札･契約制度の適正
な運用と改善
（建設・不動産業
課）

　建設業法の施行を適正に実施しました。
　その理由として建設業者に対して適正な許
可・指導を実施するとともに違反業者に対し
ては厳正な指導、監督処分を実施し、消費者
保護や知識普及のための紛争相談等を適正か
つ円滑に行ったことがあげられます。また、
建設工事に係る入札・契約制度の適正な運用
と改善は概ね順調に進んでいます。この理由
として、入札・契約制度について４点の改善
が行われ、適正な制度改善が進められている
ことがあげられます。

建設工事にかかる入札･契約
制度の適正な運用とその指
導を行い、また同制度の改
善を行うことにより制度全
体の円滑な運用を図りま
す
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

取引相談（事前、紛争） Ｂ

消費者講習会の開催 Ａ

対面指導件数
（呼出、店舗調査） Ｂ

業者講習会参加率 Ａ

各種研究会・検討会の開催 Ａ

初級・中級の段階別の研修
の開催

Ａ

各関係機関への巡回指導 Ａ

年間を通じた困難事案に対
する指導・助言

Ａ

土地・物件の補償額算定を
適正に行うことにより、公
共事業の円滑な遂行と補償
内容の適正化を図ります。

県土整備部の用地補償設計
書のうち一定額を超える設
計書についての審査

Ａ

未登記土地の調査、処理及
び取得用地の登記委託。

Ｂ

国交省所管法定外公共用財
産の譲与が完了した。 市町村への指導・進行管

理。
Ａ

国交省所管の法定外公共用
財産の管理に係わる訴訟事
務の円滑な処理。

法廷活動を通じ早期解決を
図る。

Ａ

隣接地権者への意向確認及
び一般競争入札の開催。

Ｂ

宅地建物取引の公
正確保と不動産業
の健全な発展
（建設・不動産業
課）

　宅地建物取引の公正確保と不動産業の健全
な発展の実現に向けて概ね順調に進んでいま
す。
　この理由として、①「取引相談（事前、紛
争）」が前年度より2．2％減少したこと、②
「消費者講習会の開催」については当初予定
した取組が概ね完了していること、③「業者
講習会参加率」は前年度より参加人数が７％
増加したこと、④「各種研究会、検討会の開
催」については千葉県不動産研修等研究会、
三者連絡調整会議を開催し、不動産トラブル
防止のため業界団体や大学との連携を図った
ことがあげられます。しかしながら、「対面
指導件数（呼出、店舗調査）」については苦
情相談等が多い業者を中心に実施したもの
の、潜在的な悪質業者等の存在を鑑みると、
更なる取組み強化が必要です。

業者が市場の変化に適正に
対応できる事業環境を整え
ることにより、不動産業の
健全な発展を図ります。

取引についての機会が少な
く、かつ高額である宅地建
物取引において、消費者が
安心して取引を行えるよ
う、消費者の利益保護と知
識普及を図ります。

宅地建物取引業者が、宅地
建物取引業法及び不動産に
関する諸制度に精通し遵守
することにより消費者に損
害を与えないよう、業者の
資質向上を図ります。

国・県有財産の適
正な管理及び県有
財産の処分
（用地課）

　国・県有財産の適正な管理及び県有財産の
処分については、
①　国交省所管法定外公共用財産のうち機能
のあるものの市町村への譲与及びそれ以外の
ものの財務省への引継ぎは１６年度末に完了
しました。
②　国交省所管の法定外公共用財産の管理に
係わる訴訟事務は、適切な法廷活動を実施
し、解決に向け進捗を図った。
③　県有財産の処分の推進（売払面積
1,135.47㎡）を図りました。

国有・県有財産の適正な管
理及び処分の推進。

適正かつ円滑な用
地取得
（用地課）

用地事務担当者の用地交渉
における専門的知識・技術
の向上を図ります。

　適正かつ円滑な用地取得の実現に向けて順
調に進んでおります。
　①　用地事務担当者の専門的知識・技術の
向上を図るため初級・中級の研修会を開催し
ました。また、各関係機関への巡回指導及び
年間を通じた指導・助言により担当職員の資
質の向上を図りました。
　②　県土整備部内の用地補償設計書のうち
一定額を超える設計書について適切に審査を
実施し、補償内容の適正化を図りました。
　③　未登記土地の調査、処理及び取得用地
の登記委託を実施し、県道敷に存在する未登
記土地の解消及び取得した用地の登記の適正
化を図りました。

県道敷に存在する未登記土
地の解消及び取得した用地
の登記の適正化を図りま
す。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

高規格幹線道路整備率 Ａ

県都１時間構想達成率 Ｃ

幹線道路や生活基盤として
の道路の整備推進

Ａ

歩行者や自転車等が安全で
快適に通行できる人にやさ
しいバリアフリー化した歩
道及び自転車道を、車両と
分離された独立する道路空
間として整備します。

人にやさしい歩行空間の整
備

Ａ

車両の走行安全性や良好な
沿道環境が保持され、安全
で円滑な交通を確保するた
め、路面の適正な補修や高
機能舗装の整備を進め、維
持管理の最適化を図りま
す。

安全性を確保する交通環境
の整備

Ａ

自然災害による道路施設へ
の被害を未然に防止し、災
害に対して安全で信頼性の
高い道路網を確保するた
め、道路の防災対策を実施
するとともに、適正な施設
管理の検討、防災体制の強
化を図ります

災害に強い道路の整備 Ａ

県民の利便性向上、安全で
安心した日常生活の確保を
図り、経済的にも文化的に
も自立した魅力ある千葉県
づくりを目指します。

　県民の利便性向上、安全で安心した日常生
活の確保を図り、経済的にも文化的にも自立
した魅力ある千葉県づくりを目指し効率的で
効果的な道路整備を進めており、１６年度は
国道４６５号深堀バイパス及び、主要地方道
市原小湊線の部分供用を行いました。
　目標の達成状況の更なる向上を図るために
は、事業費の確保とともに事業の重点化及び
コスト縮減に取り組むことが必要となってい
ます。

　道路の適正な維持管理と快適な道路（歩
行）環境の整備の実現に向けて概ね順調に進
んでいますが、一部に課題があります。
　県の取組については、①歩道等を９．５ｋ
ｍ整備したことにより安全な歩行空間を確保
したことや②３箇所の交差点改良を完成した
ことにより渋滞の緩和や交差点における人や
車の安全を確保できたことなど一定の成果を
あげることができました。更に、③土砂等の
崩壊防止施設や橋梁の耐震補強の整備を進め
たことにより、災害に強い県土の基盤づくり
にある程度の成果をあげることができまし
た。一方、これらの整備を必要とする道路施
設は依然として数多く残されています。
　なお、道路の適正な維持管理と快適な道路
（歩行）環境の整備の実現には、国における
公共事業費や補助金の削減などの要因が強く
影響します。

道路の適正な維持
管理と快適な道路
（歩行）環境の整
備
（道路環境課）

国道・県道等の整
備
（道路計画課）

高規格幹線道路や
地域高規格道路等
の整備
（道路計画課）

全国的な交流・連携を強化
する高規
格幹線道路等の整備や県内
地域相互
の交流・連携を強化する地
域高規格道路等の整備を進
めます。

　全国的な交流・連携を強化する高規格幹線
道路等の整備や県内地域相互の交流・連携を
強化する地域
　高規格道路等の整備を進めており、１６年
５月２９日に富津館山道路の鋸南富山ＩＣ～
富浦ＩＣ間
８．９Ｋｍ及び１７年３月１９日に東関東自
動車道館山線富津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間
７．５Ｋｍが開通しました。
　今回の開通により、館山市役所から千葉県
庁に向かう場合、約９０分から約８０分への
時間短縮が見込まれ、観光シーズンや休日・
祝日の渋滞時において、一般国道１２７号の
渋滞箇所（富津市港交差点）を通過すること
なく移動が可能となり、定時性の確保が図ら
れ、県都１時間構想の達成に大きく貢献しま
した。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

印旛沼流域の水循環の健全
化を図ることにより、「印
旛沼を再び恵みの沼」にし
ます。

緊急行動計画推進の成果を
水循環健全化会議でモニタ
リング調査するとともに、
水質指標（COD年平均値）を
検証指標とします。

Ａ

三番瀬再生のための市川市
塩浜護岸の整備を進めま
す。

円卓会議の後継組織と連携
を図りながら設計作業を実
施します

Ｃ

公共水域におけるプレ
ジャーボートの不法係留を
解消します。

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄに係る条例の適
切な運用を図るとともに、
放置実態の調査を実施しま
す。

Ｂ

海岸における海の家の不法
占用を解消します。 海岸法の適切な運用を図り

ます。
Ａ

災害に強い安全な河川の整
備と良好な河川環境を整備
します。

災害に強い安全な河川の整
備・推進を図るための施策
を企画・立案します。

Ａ

１時間あたり50ﾐﾘﾒｰﾄﾙの降
雨（おおむね10年に１回程
度発生する確率の降雨）に
対して安全な河川を整備し
ます。

災害に強い安全な河川整
備・推進を図ります。

Ａ

水質悪化の著しい河川・湖
沼等において水質浄化対策
を推進し、良好な河川環境
を整備・保全します。

良好な河川環境の整備・推
進を図ります。

Ａ

外房から内房にかけては既
往最大規模、東京湾につい
ては伊勢湾台風クラスの高
潮に対して安全な海岸を整
備します。

災害に強い安全な海岸を整
備・推進を図ります。

Ａ

急傾斜地、砂防、地すべり
箇所において、豪雨等によ
る土砂災害を防止するため
の土砂災害防止施設を整備
します。

土砂災害を防止するための
施設の整備・推進を図りま
す。

Ａ

河川・海岸等に係
る基盤施設の整備
及び河川・海岸環
境の整備・保全の
推進
（河川環境課）

１．河川整備の推進
作田川外４０河川、亀山ダム外４ダムについ
て、河道拡幅、調節池の整備、雨水排水施設
の設置、　　　ダムの整備等の進捗が図られ
たことから、当面の目標としている時間雨量
５０㎜の降雨にも安全であるような河川整備
の推進が図られました。
２．河川環境の整備と保全
手賀沼外２３河川について河川・湖沼の底泥
浚渫や多自然型護岸・遊歩道の整備を実施し
たことに　　より、多様な生物を育む水辺づ
くり及び親しみのある川づくりの推進が図ら
れました。
３．海岸整備の推進
一宮海岸外１２海岸について、堤防及び海岸
沖合施設等の整備を実施したことにより、災
害に強い　　安全な海岸の整備の推進が図ら
れました。
また、富山海岸外３海岸について、海岸保全
施設及び海岸環境の整備を実施したことによ
り、快適で誰もが憩える海岸環境の保全と再
生の推進が図られました。
４．土砂災害対策の推進
佐倉市鏑木町２外１１９箇所について、急傾
斜地崩壊対策施設、砂防対策施設、地すべり
対策施設の整備を実施したことにより、土砂
災害対策の推進が図られました。

河川・海岸に係る
施策の企画、立
案、推進及び河
川・海岸等の適正
な管理の推進
（河川計画課）

・印旛沼の水質改善に向けて順調に進んでい
ます。この理由として、「緊急行動計画」へ
の取り組みを、広く一般の方にご理解いただ
くため、「市民・ＮＰＯ意見交換会」（２３
０人参加）・「印旛沼再生行動大会」（１０
００人参加）を開催し、さらにモデル地域で
の「みためし行動」の実践をし、多くの方々
の意識の高揚ができたことが挙げられます。
・市川市塩浜護岸の整備については、護岸設
計の着手に至りませんでした。この理由とし
ては「個別検討委員会の設置に係る基本的な
考え方」の再生会議での承認までに時間を要
したことから、護岸構造等を検討する護岸検
討委員会が設置できなかったことが挙げられ
ます。
・不法係留対策の推進に向け概ね順調に進ん
でおりますが、多少の遅れがあります。この
理由として、平成15年１月に指定した市川水
路は、概ね適正化が図られましたが、平成16
年８月に指定した旧江戸川では、指導・警告
や臨戸訪問等を実施しましたが、適正化が難
航していることが挙げられます。
・海の家不法占用の解消に向けて順調に進ん
でいます。この理由として、九十九里海岸に
おいては、撤去指導を重ねた結果、その半数
以上が自主撤去を行っていることが挙げられ
ます。
・災害に強い安全な河川の整備と良好な河川
環境整備のための河川整備計画の策定につい
ては順調に進んでいます。この理由として、
策定作業中の１３圏域のうち１０圏域で流域
懇談会での原案了承まで進捗したことが挙げ
られます。また、水防法改正に向けた取り組
みとして、ハザードマップ作成に関する市町
村説明会・勉強会も推進しました。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

港湾施設の適正な維持管理 Ａ

臨港地区指定地区の拡大 Ａ

港湾施設保安措置の実施 Ａ

コンテナターミナルに係る
ポートセールスの実施（説
明会、個別訪問）

Ａ

ポートパークイベントの開
催（フリーマーケット開
催）

Ａ

港湾統計調査の確実な処理 Ａ

物流機能の拡充・強化を図
ります。

－12ｍ岸壁のバース数 Ａ

にぎわいある港づくり、海
岸づくりを実施します。

緑地の面積
海岸環境整備の地区数

Ａ

防護地区数
耐震バース数

Ａ

道路、公園等の公共施設と
宅地を一体的に整備する土
地区画整理事業を推進する
ことにより、計画的な土地
利用を図り、利便性に富
み、災害に強い、良好なる
都市環境を創出します。

（土地区画整理事業）
事業実施中地区を対象とし
た整備状況

Ｂ

（市街地再開発事業）
事業実施中地区を対象とし
た整備状況

Ｂ

地域社会の発展を
支え、環境と生活
に密着した千葉の
港づくり（港湾
課）

安全で安心な港づくり、海
岸づくりを実施します。

物流機能の拡充・強化
　千葉港葛南中央地区-12ｍ岸壁と木更津港
木更津南部地区-12ｍ岸壁を整備中で、概ね
順調に目標達成できる見通しです。

にぎわいある港づくり、海岸づくり
　木更津港富津地区及び吾妻地区で緑地整備
を、千葉港海岸と名洗港海岸で海岸環境整備
を実施しおり、概ね順調に目標達成できる見
通しです。また、千葉港の臨海部で進められ
ている再開発と連携した港湾緑地の整備につ
いても、平成17年度の着工に向け準備作業が
進みました。

安全で安心な港づくり、海岸づくり
　千葉港海岸船橋地区において防護地区を１
地区、千葉港葛南中央地区で耐震強化岸壁の
機能を併せ持つ-12ｍ岸壁を整備中で、概ね
順調に目標達成できる見通しです。

市街地整備事業の
推進
（都市整備課）

中心市街地における市街地
再開発事業の推進により、
土地の高度利用と建築物の
耐震化、不燃化等を図り、
安全・安心でにぎわいのあ
るまちを再生します。

　近年の市街地整備を取り巻く厳しい経済・
社会状況の中、事業の推進は今なお困難性を
抱え、非常な経営努力が求められています
が、整備面積的には目標を達成していると考
えています。
　土地区画整理事業では、つくばエクスプレ
ス沿線の土地区画整理事業において、平成１
７年８月２４日の鉄道開業に向けて、駅周辺
の基盤整備、連絡道路等のインフラを中心に
整備が進み、市街地再開発事業では、１地区
で事業が完了しました。

港湾の適正な管理
運営と効果的な振
興
（港湾課）

港湾の適正な管理運営を実
施します。

港湾の適正な管理運営
　目標を達成することが出来ました。
・ 港湾管理条例等に基づき、港湾施設を適
正に維持管理しました。
・ 臨港地区指定地区の拡大については、利
害関係者の十分な理解が得られた館山港で追
加指定の手続きを進めました。
・ 保安措置の実施については、ＳＯＬＡＳ
条約が効力を発効する7月までに施設整備の
完了が急務であったので、各関係機関との協
力の下精力的に事業に取組み目標を達成する
ことが出来ました。これは、外貿の取扱を続
けるには目標を達成しなければならなかった
ので、大きなインセンティブが働いたことに
よります。

港湾振興策の実施、親しみとにぎわいのある
港湾の実現
　概ね目標を達成することが出来ました。
・ コンテナターミナル係るポートセールス
については、説明会を1回開催し、個別の企
業訪問について30社訪問する予定でしたが企
業を絞り込み15社を訪問しました。
・ フリーマーケットを6回開催し、港湾のに
ぎわい創出に貢献しました。
・ 港湾統計については、確実な処理に努め
ることが出来ました。

港湾振興策を実施し、親し
みとにぎわいのある港湾を
実現します。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

都市計画道路の整備率向上
を進めます。（県全体）

都市計画道路の整備率 ―

経営の健全化の検討 Ｃ

県民1人当たり都市公園面積
（都市計画区域）

Ａ

緑の基本計画策定市町村 Ａ

都市における良好な自然環
境を有する緑地を保全し、
また、自然的景観を維持す
るなど、緑豊かで快適な居
住環境を形成するため、緑
地の保全や風致地区の維持
等に努めます。

都市緑地の保全に係る事務
を一部市町村に権限委譲し
ているので、新たに創設さ
れる制度などについて協
議・調整を行います。

Ａ

景観行政に係る推進体制の
確立及び景観法の説明会等
の実施

Ａ

景観保全型広告整備地区内
の広告物の設置等に係る基
本方針の策定

Ａ

下水道の整備促進
下水道の整備を促進するこ
とにより、生活環境の改善
や公共用水域の水質保全を
図ります。

下水道処理人口普及率 Ａ

流域下水道施設整備率 Ａ

流域関連公共下水道の普及
率

Ａ

発生汚泥の再資源化量
（脱水ケーキベース）

Ａ

流域下水道施設の効率的な
整備
三流域の下水道処理施設を
計画的かつ効率的に整備
し、これと連携して流域関
連公共下水道の普及率増加
を促進することにより東京
湾等の公共用水域の水質改
善を図ります。また、高度
処理水を活用した海老川水
系等の水循環の改善計画を
推進します。

・設定した平成16年度の目標については全項
目で達成し、施策の実現に向け下水道事業を
進めています。
・県内の下水道普及率は、16年度末で約
62.5％となり目標を上回りました。
・流域下水道整備率については、施設が完成
し、供用を開始した時点で率が増加すること
となるため、今回、率の増加はありません
が、20年度末の目標達成のために必要な事業
を実施しました。
・流域関連公共下水道の普及率は、16年度末
で約79％と20年度末の目的達成に向け、順調
に推移しています。
・脱水ケーキベースの発生汚泥の再資源化に
ついては、16年度に7万8千トンを資源化し、
目標を達成しました。

流域下水道施設の適切な維
持管理
放流水質の法令基準を厳守
するとともに、発生汚泥等
の再資源化を図ります。

　都市における良好な緑の創出及び保全のた
めの施策の遂行に努めました。
　内容としては、①都市公園の整備の推進を
図りました②緑地の保全や風致地区の維持等
に努めました③良好な景観の形成に資するた
め景観法に基づく施策及び屋外広告物法に基
づく施策の充実を図りました。

良好な景観の形成に資する
ため、市町村を中心として
景観法に基づく施策及び屋
外広告物法に基づく施策の
充実を図ります。

千葉都市モノレールの延伸
ルート比較検討調査、会社
の経営健全化の検討を行い
ます。

・厳しい県財政にもかかわらず、都市計画道
路の整備率を上げることができました。具体
的成果として連続立体交差事業(京成本線)上
り線高架化、東武野田線(鎌ヶ谷市)の事業完
了があります。

都市交通の円滑化
（街路モノレール
課）

下水道整備の推進
（下水道課）

豊かな緑と美しい
景観の実現
（公園緑地課）

都市における緑の中核とし
て、レクリエーションや自
然とのふれあいの場の創出
及び防災空間等を確保し、
安全で潤いのある都市環境
を形成するため、都市公園
の整備を推進します。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

建築物の完了検査率の向上 Ｃ

建築パトロールの実施 Ａ

建築士法に基づく指定講習
会の実施

Ｂ

各種関係団体との協議会の
実施

Ａ

定期調査報告の受理件数 Ａ

耐震診断講習会の開催 Ａ

応急危険度判定士の認定・
登録

Ｃ

福祉のまちづくり条例に基
づく届出件数

Ａ

省エネ法に基づく届出件数 Ａ

床面積100㎡以上の住宅の割
合

―

床面積50㎡以上の住宅の割
合

―

バリアフリー住宅の割合 ―

個別事情に応じたバリアフ
リーリフォーム住宅の割合

―

県営住宅の整備（新設・建
替）

Ｃ

市町村営住宅の整備 Ｃ

① 的確な企画構想支援及び
技術援助並びに計画的で安
全な整備を実施します。

Ｂ

② 新技術導入よる環境負荷
低減等を推進します。

Ｂ

③　コスト縮減を推進しま
す。

Ａ

公営住宅の整備・維持管理
（住宅困窮者の住居の確
保）

少子・高齢社会に対応した
住宅・住環境の整備
（高齢者・障害者に配慮し
た住宅の確保）

　誘導居住水準の確保及び高齢者・障害者に
配慮した住宅の確保については、１５年に実
施された「住宅・土地統計調査（総務
省）」、「住宅需要実態調査（国土交通
省）」の調査結果をもとに千葉県の住宅事情
を分析する調査を１７年度に実施するため、
現段階において達成状況を検証できません。
　しかし、施策の実現に向けて、高齢者に対
応したリフォームの仕方や防犯に配慮した住
宅等の住まいに関する様々な情報等を県民に
提供することにより、優良な賃貸住宅の促進
や持ち家取得の促進に努めました。
　また、住宅困窮者の住宅の確保について
は、県としても財政状況が厳しいなかで建替
工事を進め、目標
年次である17年度には計画戸数の半数以上を
超える状況です。

　行政ニーズの変化・多様化、環境への配
慮、社会的貢献度や費用対効果等を考慮した
「良質な公共建築物」の整備に向け、概ね順
調に進んでいます。
・新技術導入よる環境負荷低減等の推進やユ
ニバーサルデザインの導入については、機能
及びコスト等を総合的に判断し、一定水準の
施設整備において活用の推進を図りました。
　また、コスト縮減の推進については、全て
の案件について、コスト縮減手法（VE手法）
を導入し、良質な公共建築物の整備を推進し
ました。
　なお、早期段階における企画構想支援及び
技術援助については、適切に行っているとこ
ろでありますが、一部の施設整備のみであ
り、全ての施設整備について対応できていな
い状況でした。

・民間確認検査機関による確認件数の拡大に
伴い行政による完了検査率の低下が見られま
す。マンション等の大口物件が民間に流れて
いることや、完了検査を受けるよう個人建築
主への働きかけがまだ不足していること等が
原因と思われますが、さらに原因を追求して
完了検査率の向上を図りたいと考えます。
・既存建築物の地震対策に係る人材養成につ
いては、概ね適切に実施しました。
　その理由として、建築技術者に対し、耐震
診断・改修について講習会を開催できたこ
と、また建築物の震後対策を担う応急危険度
判定士についても、新規登録が伸び悩んでい
るものの、全体として堅調に増加しているこ
とが挙げられます。
・多様な意見を反映した「千葉県建築物ユニ
バーサルデザイン整備指針」を策定しまし
た。

公共建築物の整備
（営繕課）

魅力あるちばの住
まいづくり
（住宅課）

誰もが安全で安心
して暮らせる建築
物の推進
（建築指導課）

県民の住生活の質の向上
（誘導居住水準の確保）

適正なルールの基に安全安
心な建築物の建築が行われ
ています。

既存建築物の火災や地震に
対する安全性が向上してい
ます。

建築に携わる建築士の資質
の向上及び建築関係団体と
円滑な連携が図られていま
す。

誰もが使いやすくかつ地球
にやさしい建築物の整備が
推進されています。

行政ニーズの変化・多様
化、環境への配慮、社会的
貢献度や費用対効果等を考
慮した良質な公共建築物の
整備を行います。
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施策名
（課　名）

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

新技術等の研究・導入を進
め、県民のニーズに応えら
れるような施設改修を行い
ます。

Ｂ

　公共建築物の改修工事の適正な執行につい
ては、現地調査や担当者との打合せを綿密に
行い、施設利用者の声を極力吸い上げ工事仕
様に反映させています。
　また、コスト縮減や施設の長寿命化に向
け、従来の事後保全から計画保全への転換を
検討しています。
　更に、仮移転等による耐震化が困難な施設
に対しては、新工法の導入により、居ながら
にして施行できる工事の導入などについて指
導・助言を行っています。

環境への配慮、コスト縮減
等を考慮しつつ、施設の安
全性、利便性の向上及び長
寿命化を図ります。

公共建築物の改修
工事の適正な執行
（施設改修課）
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出　納　局　　

収入・支出関係書類の厳正な
審査及び出納

Ａ

関係機関の会計検査 Ａ

効率的な資金運用・管理 Ａ

ペイオフ対策基本方針の策定 Ａ

公金の適正・安全な管理

　公金の執行・管理を適正に実施しました。
　その理由として、①収入・支出に際して
は、関係書類の厳正な審査・確認を実施した
こと、②各所属に対しては、厳正な会計検査
を実施したこと、③公金管理にあたっては、
的確な資金（計画）を把握し効率的な運用を
行ったこと、④平成１７年４月からのペイオ
フ解禁に向けての対策として「千葉県公金及
び出納システム保全に関する基本方針」を平
成１７年１月に策定したことなどが挙げられ
ます。

公金を適正に執
行・管理します。
（出納局）

公金の適正な執行

検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括施策の目的

達成
状況
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水　道　局　　

健全経営を確保する計画の策
定

Ａ

現５か年計画に基づく収支状
況

Ａ

業務量に対応した適正な定員
管理

Ａ

情報の共有化の推進、適正な
文書管理、研修による職員の
育成、職場の安全衛生管理体
制の整備

Ａ

施設見学会回数・参加人数 Ａ

アンケート調査回数 Ｂ

計画的な経営戦略
の立案・調整
（管理部総務企画
課）

公営企業として計画的に健
全経営を推進するとともに
安定給水のための水源確保
を図ります。

　計画的な経営戦略の立案・調整を適切に実
施しました。この理由として、①次期５か年
計画(H18～22)の策定作業が順調に進んでいる
こと、②現５か年計画に基づく収支状況が黒
字見込みとなることが挙げられます。

　お客様サービスの向上に向けて、概ね順調
に進んでいますが、一部に課題があります。
①　施設見学会については、１回あたりの参
加人数が当初見込んでいた人数の１．７倍
（当初５０人／回⇒１１８人／回）となった
ことから、３回目の実施時点で目標参加人数
（３５０人）を上回る結果となり、目標を達
成しました。
②　アンケート調査については、
 ｱ) インターネットによるアンケートが目標
とした回数より１回少ない３回となりまし
た。
 　要因としては、調査予定だった項目がＨ１
７年度に実施したほうが効果的であると判断
したためです。
　 一方、１回あたりの回答人数は当初見込ん
でいた人数（１００人）の７０％にとどま
り、お客様ニーズの把握には不十分な状況で
す。
 ｲ) 施設見学会による調査は、上記①のとお
り
参加人数が目標を達成したため、３回の実施
となりました。

効率的な内部管理
業務
（管理部総務企画
課）

・組織・定数、人事の管理
平成16年度は、お客様サービスの総合窓口と
して「県水お客様センター」を開設し、営業
所と配水工事事務所を統合し、千葉、船橋、
市川の３水道事務所を新設しました。この結
果、21の出先機関が14出先機関となりまし
た。
また、平成16年度当初の職員数（フルタイ
ム）は、平成15年度当初の職員数から66人の
減（1233人→1,167人）となりました。
・情報の迅速な提供や共有化を進めました。
各所属から2名の担当者を指定し、パソコン会
議を週1回開催することで、情報の迅速な提供
と共有化を推進しました。
・職員の育成のための研修を行いました。受
講者数は357人（経営管理研修235人、中堅職
員研修71人、接遇マナー研修34人、公営企業
研修17人）で、職員の育成が順調に進んでい
ます。
・職場の安全衛生管理体制を整備しました。
平成15年度までは水道局を一体として捉え、
安全衛生委員会を設置して活動していました
が、平成16年度からは所属ごとに安全衛生委
員会又は衛生委員会を設置し、原則月１回の
委員会の開催や年4回の産業医による職場巡視
を実施し、職場環境の改善、作業環境の管理
及び職員の健康の保持・増進に努めました。

業務の効率化・迅速化を図
るため、組織・職員数の適
正管理に努めます。また、
水道事業が円滑に運営でき
るよう、適切な給与制度、
福利厚生、労務管理や局内
及び出先機関の連絡調整等
を図ります。

達成
状況

検証指標・手段 目標の達成状況総括施策の目的
施策名

（課　名）

お客様サービスの
向上
（管理部業務振興
課、総務企画課）

広報・広聴を充実し、情報
の効果的な発信と、お客様
のニーズの把握に努めま
す。
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達成
状況

検証指標・手段 目標の達成状況総括施策の目的
施策名

（課　名）

システムの開発・改修数 Ｂ

運用システム数 Ａ

水道事業改善計画の改善済項
目数

Ａ

業務量と連動しない事務費の
削減

Ａ

企業債残高 Ａ

効率的な資金運用をしなが
ら、１７年４月からの新ペイ
オフ対策を策定します。

Ａ

業務監察等を通じて、適正な
会計処理の指導を行います。

Ａ

契約事務研修会を通じて、適
正な事務手続きを指導してい
きます。

Ｂ

(仮称)江戸川浄水場建設事業
の進捗率

Ａ

残留塩素低減化の実施率 Ａ

公共工事コストの縮減率 ―

○震災基本計画及び行動基準
の策定
○危機管理対策基本計画及び
行動基準の策定

Ｂ

情報化を推進し、迅速で効
率的な事務処理を図りま
す。

計画的な業務改善
の推進
（管理部業務振興
課）

適切な予算編成、予算執行
を通じて、経費節減及び収
入増加を図り、財務の健全
化に寄与することです。

業務改善を図り、効率的な
事業運営に努めます。

　「上水道事業会計予算の管理」について
は、適切に実施しました。
　この理由として、①業務量と連動しない事
務費については、平成１７年度当初予算計上
において、賃借料等の減額により、対前年比
９.２パーセントの削減を実施したこと　②事
業費の抑制に伴う等の理由により、企業債残
高を２３億円減少させたこと　が挙げられま
す。

経理事務の適切な
執行
（管理部財務課）

　「経理事務の適切な執行」については、年
間を通じて適切に実施しました。
　この理由として、①国債等により保有資金
を運用したこと　②新ペイオフ対策として、
千葉県公金及び出納システム保全に関する基
本方針の制定を受けて、平成１７年度の資金
運用基本方針を策定したこと　③業務監察期
間を含めて、通年で適切な会計処理を指導し
たこと　④契約事務研修会を含め、通年で契
約事務の指導をしたこと　が挙げられます。

資金管理、会計事務及び契
約事務の適正な運営や指導
を通じて、経理事務を適切
に執行していくことです。

水道施設の計画的
整備等の推進
（技術部計画課）

安全で良質な水を安定的に
供給するため、水道施設の
計画的な整備や残留塩素の
低減化等を進めます。

　水道施設の計画的な整備等に向けて、概ね
計画どおり進捗しています。
　その理由として、(仮称)江戸川浄水場建設
工事の進捗率は、発注額で４４．６％（前年
比１１．５ポイント増）に達しており、一部
取水施設は完了しています。また、残留塩素
低減化は、1９浄給水場のうち１５浄給水場の
給水区域で実施しました。

震災等の危機時に、より実
践的に対応できるよう、危
機管理対策計画等の見直し
を行い、危機管理体制の充
実を図ります。

危機管理体制の充
実
（技術部計画課）

　危機管理体制の充実に向け、特に震災対策
については、実践的な訓練を重ねてマニュア
ル等の見直しを行うなど、災害時の応急体制
等の充実に努めています。
　特に、応急給水時等においては、住民に近
い市町村の役割がより重要であることから、
関係機関の連携をより強化する必要がありま
す。そのため、県水道局と関係市村による連
絡調整会議を設置し、役割分担や情報連絡体
制等について協議を進めています。

　計画的な業務改善に向けて、概ね順調に進
んでいますが、一部目標を達成できない業務
がありました。
① 水道事業改善計画の改善済項目数が、当初
予定のとおり３１項目を達成しました。
② 情報化の推進については、目標より２シス
テム少ない４システムの開発・改修を行いま
した。
  開発を実施しなかった理由としては、１シ
ステムは１７年度以降に計画を変更し、１シ
ステムは計画を取り消したものです。しかし
ながら、県水お客様センターと水道事務所等
を結ぶシステムが１６年８月から開始され、
迅速で効率的な事務処理が図れました。

上水道事業会計予
算の管理
（管理部財務課）
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達成
状況

検証指標・手段 目標の達成状況総括施策の目的
施策名

（課　名）

水質基準（５０項目）の達成
率

Ａ

浄・給水場における送配水停
止事故の防止

Ａ

浄水場発生土の有効利用率 Ａ

水道料金収納率の向上
未収金となった理由や内容の
分析を行い早期回収を行いま
す。

―

電話の受付受信率 Ａ

電話の受付応答率 Ａ

・漏水防止対策
水資源の有効利用と有効率の
向上及び漏水による二次的被
害の防止を図るため地下漏水
の調査を行います。

Ａ

・未普及地区の解消
需要者サービスの向上を図る
ため水道未整備地区や千葉市
の地下水汚染地区に配水管を
整備し水道普及を促進しま
す。

―

・鉛給水管の更新
水道水の鉛濃度一層の低減化
や安定給水の確保及び有効率
の向上を図るため鉛給水管を
ポリエチレン管などに更新し
ます。

Ａ

配水管等の維持管
理の充実
（技術部給水課）

事業の必要性及び緊急性を
精査し実施するとともに、
漏水防止等の維持管理工事
を実施し、安定給水に努め
ます。

　配水管等の維持管理の充実に向けて概ね順
調に進んでいます。
　国の指導である有効率９５％以上の目標に
対して、９６．４％と前年度と比較して０．
８％増加し水資源の有効利用が改善されまし
た。
　また、鉛給水管の更新も１６年度は２万５
千本と計画どおりに更新され更新率も５７．
６％と、水道水の鉛濃度一層の低減化や安定
給水の確保及び有効率の向上が図れました。
　一方、未普及地区の解消をはかるための水
道未整備地区や千葉市の地下水汚染地区の配
水管整備をする普及率の達成状況は、１７年
６月に判明します。

浄水処理加工の適
正な管理
（技術部浄水課）

安全で良質な水の安定的供
給に努めます。

　安全で良質な水の安定的供給の実現に向け
て順調に、①水質基準５０項目が１００％を
達成したこと。②浄・給水場の送配水事故が
事故ゼロを達成したこと。などの目標を達成
しました。また、③浄水場発生土の１６年度
の有効利用率が９７．７％となり、１７年度
目標の９８％には及びませんでしたが、ほぼ
達成しました。

水道料金収納率の
向上
（管理部業務振興
課）

水道事業を運営するうえ
で、水道料金は根幹を成し
ていることから未収金の早
期回収や未然防止を徹底し
ます。

　平成１６年度は年５回収納課長会議を開催
し、未収金の管理・回収対策及び課題と方針
等を検討しました。
　なお、達成状況は、１７年７月頃判明しま
す。

接客品質の統一と
向上
（管理部業務振興
課）

県水お客様センターを開設
し、お客様サービスの向上
と事務の効率化を図りま
す。

　お客様への混乱も無く、ワンストップサー
ビスの向上は図られたと考えます。また、事
務の効率化については、水道料金調定業務の
集約化により、効率的な事務処理体制を整え
ました。
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企　業　庁　　

事業の見直し及び事業の進
捗状況に合せ組織・人員の
見直しを行い、業務量に応
じた組織・人員のスリム化
を実施します。

効率的な組織体制の構築 Ｂ

政策評価制度を適切かつ円滑
に推進すること

Ａ

企業庁ホームページアクセス
件数

Ａ

土地造成整備事業会計
資金残高

Ａ

工業用水道事業会計
資金残高

Ａ

土地造成整備事業会計
企業債残高

Ａ

工業用水道事業会計
企業債残高

Ａ

法令等に基づく適正な会計
事務を執行します。 土地造成整備事業会計におけ

る未成事業資産の精算地区数
Ａ

運用利息 Ｂ

「土地造成整備事業の地区別
事業の事業スケジュール」の
策定（37地区）

Ａ

固定資産台帳の整理 Ａ

「企業庁経営戦略プラン」の
着実な実施

Ａ

　土地造成整備事業会計における未成事業資
産の精算地区数については、５地区において
精算を実施し目標を達成することができまし
た。また、資金の運用利息についても、預託
先の金融機関による預金利率の低下があった
ものの、概ね目標を達成することができまし
た。

　現在、当庁は厳しい財務状況の中、経営基
盤の一層の強化に努めているところであり、
収入の確保に努めた結果、土地造成整備事業
会計においては、平成16年度末の資金残高は
約592億円と前年度末に比べ約84億円の増加
となり、企業債残高については前年度末に比
べ約63億円減の約1,181億円となり、また、
工業用水道事業においては、平成16年度末の
資金残高は約129億円と前年度末に比べ約10
億円の増加となり、企業債残高については、
前年度末に比べ約24億円減の約530億円とな
り、目標を達成することができました。

施策の目的
達成
状況

検証指標・手段

企業庁予算の管理
（管理部財務課）

会計事務及び資金
管理
（管理部財務課）

安全かつ効率的な資金の管
理・運用を図ります。

企業庁の予算編成、予算執
行及び企業債の管理によ
り、収入の確保、経費の節
減、企業債残高の圧縮を進
め、財務状況の改善を図り
ます。

施策名
（課　名）

・組織・人員のスリム化に向けて、概ね業務
量に応じた効率的な組織体制を構築しまし
た。なお、年度途中に工業用水の増量給水に
対応するため、一時的に茂原建設事務所を設
置し27名の職員配置を行ったところですが、
庁内の内部捻出等により対応しました。
・事業の総合的な企画・調整や情報化の推進
を適切に実施しました。具体的には、①各課
の基本施策について事前評価を実施し効率的
な事業運営に努めたこと、②ホームページの
内容を充実させることにより、アクセス件数
が15年度よりも月平均で3万3千件増加したこ
とが挙げられます。

内部管理業務
（管理部企業総務
課）

目標の達成状況総括

企業庁事業の経営
の改善
（管理部事業整理
課）

企業庁の経営基盤強化を図
るため、企業庁改革を推進
します。

　企業庁事業の経営の改善に向けて順調に進
んでいます。
　その理由として、企業庁経営戦略プラン及
び長期事業収支見通しに基づく取組に従い、
早期の土地処分、支出の削減に努めた結果、
目標の資金残高を確保し、企業債残高の減少
も実現したことが挙げられます。

企業庁事業の見直
し・事業スケ
ジュールの策定
（管理部事業整理
課）

　企業庁事業の見直しに向けて順調に進んで
います。
　その理由として、
①地区ごとの課題の整理等行うとともに、平
成17年度以降の事業スケジュールを明らかに
し、適切な事業推進を行うための「地区別事
業スケジュール進行管理表（３７地区）」を
策定することができたこと、
②固定資産等の適切な管理としては、固定資
産管理システムの変更について検討した結
果、平成17年度に、より機能強化、操作性向
上等を図った「新システム」に移行すること
としたことが挙げられます。

企業庁事業の収束に向けた
課題の整理を行い、地区別
事業スケジュールを策定し
ます。
併せて、保有土地など固定
資産等の適切な管理を行い
ます。

企業庁事業の運営の効率化
を図るため、事業の総合的
な企画・調整や情報化の推
進を行います。
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施策の目的
達成
状況

検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括

企業庁土地造成事業の早期
収束に向け、事業採算性を
考慮した経営管理を進め、
効率的な体制づくりを目指
します。

実施中の地区事業の精算を進
めます。

Ａ

企業庁が事業を実施したこ
とにより生じている三番瀬
海域における漁業者対策等
の問題の早期解決を図りま
す。

市川市行徳漁協に対する補償
等の処理

Ｃ

費用対効果の観点から適切
な建築及び設備工事の設
計・施工監理を進め、コス
ト縮減を図ります。

施工内容、単価を見直し、コ
スト縮減を図ります。

Ａ

分譲収入 Ｂ

賃貸収入 Ａ

臨海部埋立地内に、住宅・
工業用地の造成を行い、分
譲用地を確保すると共に、
公共施設の整備を行いま
す。

臨海地区事業進捗率
（対事業費）

Ｂ

公共施設等の早期引継ぎを
図ります。 整備済み公共施設等の3年以

内の引継ぎ状況等
Ｂ

工業団地の整備面積 Ａ

物流用地の整備面積 Ｂ

１幕張新都心の就業人口 Ｂ

２幕張新都心の居住人口 Ｂ

３幕張新都心の活動者数 Ｂ

国際業務都市「幕
張新都心」の形成
（地域整備部幕張
新都心整備課）

千葉業務核都市構想に基づ
く首都機能の一部を担うと
ともに，「職・住・学・
遊」の複合機能を備えた国
際業務都市の形成を目指し
ます。

　国際業務都市「幕張新都心」の形成に向け
て概ね順調に進んでいます。県の取り組みに
ついては、幕張新都心の就業者・就学者との
「幕張新都心のまちづくりを考える意見交換
会」で提案された事業の実施や、アジア経済
研究所との共同セミナーの開催など、「住
み、働く人などとともに創り出す快適でうる
おいのあるまちづくりの推進」へ積極的に取
り組むことができました。また、道路・公園
の移管等も順調に実施してきました。
　更に、幕張ベイタウンの入居者数が増えた
ことにより、活動者数が増加し一定の成果を
上げました。
　しかし、新たな企業進出については、東京
都心のオフィスビル大量供給、景気低迷によ
る経済情勢などにより、依然として厳しい状
況となっています。

内陸部に工業団地等の造成
を行い、分譲用地を確保す
るとともに、公共施設の整
備を行います。

臨海地域及び内陸
工業団地等の土地
造成整備事業の推
進
（地域整備部建設
課）

工業用地、業務用
地等の分譲促進
（地域整備部土地
分譲課）

地域経済の活性化や産業振
興のため、企業の立地を促
進し、また、県民が安心し
て暮らせる優良な住宅用地
を提供します。

　臨海地域及び内陸工業団地等の土地造成整
備事業の推進については、ほぼ計画どおりの
進捗であり、概ね順調に進んでいます。

　活動目標の企業誘致に取組んだことや、分
譲保留の解除等に前進が見られたことにより
分譲が概ね順調に進みました。
　分譲収入と賃貸収入の合計では目標額の７
３％となったが、より一層厳しい分譲状況が
予想されることから、今後も企業誘致等に積
極的に取組む必要があります。

地域整備事業の経
営管理の推進
（地域整備部事業
管理課）

　経営管理の推進については、企業庁土地造
成事業の収束に向けて概ね順調に進んでいま
す。
　精算に当たっては、年度当初から定期的に
会議を実施し、年度末に取りまとめました。
市川市行徳漁協に対する補償等について、関
係者との協議を行ってきたが具体的方策の策
定が困難であり、策定までには至りませんで
した。
工事に関しては、費用対効果を考慮した良質
な設計図書の作成・施工監理を行いました。
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施策の目的
達成
状況

検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括

土地分譲の促進

処分面積（借地・分譲） Ａ

公共施設用地の引継面積 Ｃ

千葉ニュータウン事業連絡調
整会議事業収束部会の開催・
審議

Ａ

事業計画の最終見直し方針の
作成

Ｂ

工事完了の面積率 Ｃ

事業の進捗率
（対総事業費219億円）

Ａ

新駅周辺の新しいまちにふ
さわしい施設の導入を目指
していきます。

募集要項の作成、企業の選定
といった企業誘致までの各段
階への到達度

Ｂ

土地区画整理事業の整備進捗
率（対総事業費
1,705億円）

Ａ

船橋市小室地区の
事業完了
（ニュータウン整
備部業務管理課）

北総地域の中核都市の形成
を目指して整備を進めてい
る千葉ニュータウンの船橋
市小室地区については概ね
道路等の都市基盤整備を完
了していることから、平成
１７年度に事業完了しま
す。

　船橋市小室地区の事業完了に向けて、概ね
順調に進んでいます。
　この地区の道路、公園等の施設整備は概ね
完成しており、引継に伴う工事完了の公告を
するため、関係機関と協議・調整を進め、地
区界の確定作業や公共施設等の移管条件であ
る工事等を実施しましたが、公告手続をする
までには至りませんでした。

千葉ニュータウン
事業の早期完了
（ニュータウン整
備部業務管理課）

千葉ニュータウン事業は、
北総地域の中核都市を形成
することを目的として、新
住宅市街地開発事業により
整備を進め、１０年以内の
早期に事業完了します。

　千葉ニュータウン事業の早期完了に向け
て、概ね順調に進んでいます。
　事業計画の最終見直し作業については、共
同施行者である都市再生機構と事業計画の見
直し方針の検討を進めてきましたが、関係機
関との協議・調整等に時間を要するため、引
続き検討していくことになりました。

　松崎工業団地造成事業については、概ね順
調に進んでいます。
　土地分譲開始に向けた造成工事等を実施
し､平成１６年度の事業進捗率は７９％に達
しました。

千葉ニュータウン
事業の推進
（ニュータウン整
備部業務管理課）

事業収束への取組

・千葉ニュータウン事業については、概ね順
調に進んでいます。
・土地分譲の促進に向けて、都市再生機構と
連携して積極的な誘致活動を行い､借地制度
を活用した処分促進に取り組み、順調に進み
ました。
・公共施設の引継ぎについては、整備が完了
し関係市村等との協議が整ったものから引継
ぎを行いましたが､一部の施設については引
き続き協議を進めていくこととしています。
・都市再生機構と事業収束に向け、事業収束
部会等を開催して協議を行い、課題の整理と
その取組方針等を取りまとめるなど収束に向
けて進んでいます。

松崎工業団地の事
業推進
（ニュータウン整
備部業務管理課）

松崎工業団地は、地域住民
の雇用の場の創出や地域経
済の活性化に寄与すること
を目的に土地区画整理事業
方式により整備を進め、平
成１８年度には完了しま
す。

つくばエクスプレ
ス沿線整備事業等
（ニュータウン整
備部東葛飾北部整
備課） 両地区の駅前広場やアクセ

ス道路等の基盤整備を行
い、駅機能の発揚と地域住
民の利便性確保に努めま
す。

　つくばエクスプレス沿線整備等の実現に向
けて概ね順調に進んでいます。
　まちづくりの推進については、駅前にふさ
わしい施設・機能の導入と公平性、透明性の
図れる選定方法について問題点を整理しまし
た。
　新駅周辺における駅前広場・アクセス道
路・生活インフラの整備及び宅地造成は、鉄
道開業に向け、概ね順調に進んでいます。
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施策の目的
達成
状況

検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括

工業用水道事業の地区統合 Ａ

未売水の新規売水量 Ｃ

他用途への水源転用 Ａ

将来組織の検討 Ｂ

安定給水の確保及び維持管
理の合理化のため、施設の
運転管理業務の直営及び民
間委託方式を含めた管理体
制を検討し、適切な運転管
理を推進します。

浄水場運転管理業務の直営・
民間委託方式を含めた維持管
理計画の策定

Ａ

施設の保守点検を確実に実
施し、適切な補修及び計画
的な建設改良を行って、施
設を適正に維持管理しま
す。

新しい建設改良5ヶ年計画の
作成及び施設の更新（県単の
み）
（18年度～22年度）

Ａ

施設管理台帳の点検整備を
行うとともに、台帳の電子
データ化を進めます。

工業用水道施設情報管理シス
テムの構築

Ａ

浄水場発生土の培養土化の割
合

Ｂ

県内に立地する受水企業に
対する工業用水の安定供給
のため、それに係る水源を
計画的に確保します。

必要水源のうち、安定水源の
割合

Ｂ

建設後の年次経過などによ
る機能低下や事故発生の危
険性があることから、緊急
性・効率性・経済性などを
考慮し、計画的に施設の建
設改良を行います。

建設改良事業の進捗率 Ａ

適切な補修及び計画的な建
設改良を行うため、新しい
建設改良計画を作成し、施
設の更新を行います。

新しい建設改良計画（平成18
～22年度:５ヶ年）の作成及
び施設の更新

Ｂ

工業用水管１３箇所の移設協
議、調整及び移設工事

Ｂ

東京外かく環状道路（外か
ん）建設に伴い工業用水管
を移設する必要があり、国
からの適正な補償に基づ
き、工事を進めます。

資源循環型社会への貢献、
経費削減のため、浄水場発
生土による人工培養土事業
を推進します。

・工業用水の安定的な給水の確保に向けて概
ね順調に進んでいます。この理由として、施
設の運転管理業務について、１７年度に「新
たな県工業用水施設の維持管理のあり方」の
調査委託を予定するなど、直営・民間委託方
式を含めた維持管理計画作成の達成に向けて
の検討を進めています。
・適切な補修及び計画的な建設改良を行うこ
とにより施設を適正に維持管理するための改
良計画作成の達成については、「設備更新計
画(案)」を作成するなど順調に進めていま
す。
・施設管理台帳の点検整備及び電子データ化
の達成に向けて順調に進めています。
・１６年度中にはシステムの改良が終了し、
各事務所におけるデータ入力を進めてきまし
た。
・循環型社会づくりを促進するとともに経費
削減のため、浄水場発生土による人工培養土
事業については、14年度と比較して大幅に浄
水場発生土の培養土化の割合を高め、目標を
ほぼ達成するなど順調に進めています。

　工業用水の安定給水のため、水源の確保及
び建設改良事業等を適切に実施しました。
　安定水源の割合については、事業計画変更
に伴う必要水量、確保水量の減少により、
１％の増加となりました。
　建設改良計画については、１６年度に新し
い計画案を作成し、１８年度から工事実施の
予定です。また、外かん建設に伴う移設につ
いては、外かん建設の工程にあわせ、協議及
び工事を進めました。

　合理的・効率的事業運営
とともに経営基盤の強化を
図り、経営の健全化を推進
します。このため、千葉県
工業用水道事業長期ビジﾖン
に基づき、地区統合や未売
水対策、他用途への水源転
用等各種施策の推進を図り
ます。

　工業用水道事業の経営の健全化に向けて概
ね順調に進んでいます。
　この理由として工業用水道事業の地区統合
や他用途への水源転用が目標どおり実施でき
たこと及び将来組織についての具体的な検討
が進められたこと、反面、未売水の新規売水
量が目標の２２％に留まったことが挙げられ
ます。
　なお、未売水の販売については、用水多消
費型工場の立地が少ないこと、受水企業にお
ける水使用の合理化等の動向もあり、非常に
厳しい状況にあります。

土地造成事業の収束に伴い
企業庁組織の見直しの動き
がある中で、工業用水部と
しても今後の組織及び事業
運営のあり方について検討
します。

工業用水道事業の
経営の健全化
（工業用水部管理
課）

工業用水の安定給
水のための水源確
保及び建設改良事
業等
（工業用水部工務
課）

工業用水の安定的
な給水の確保
（工業用水部施設
維持課）
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病　院　局　　

県立病院経営諮問会議（仮
称）において、県立病院の運
営が適正かどうかの意見を求
めます。

Ａ

目標の達成状況総括
達成
状況

検証指標・手段
施策名

（課　名）

　県立病院の運営については、経営の健全化
に向けて順調に進んでいます。
　この理由として、①費用対効果を踏まえた
高額医療機器の購入、②医薬品の共同購入、
③給食業務等、業務委託契約方式の見直しな
ど効率的な経営に向けて組織をあげて取り組
んだことにより経費削減等を図ることができ
ました。さらに一層の効率化等を図り経営健
全化を着実に推進していくため、「千葉県病
院局中期経営計画」を策定されたことが挙げ
られます。

県立７病院の運営
（経営管理課）

県立病院が県民に対して、
良質な医療を安定的に提供
していくため、効率的な運
営による病院経営の健全化
を図ります。

施策の目的
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県議会事務局　　

議長・副議長の秘書業務を
適切に行うことにより、議
長・副議長は円滑な議会活
動や快適な執務環境の実現
が図られます。

秘書業務に対する評価 Ｂ

接遇業務に対する評価 Ｂ

コピー用紙使用量 Ａ

公用車の台数 Ａ

職場研修実施数
外部研修参加者数

Ａ

公舎 Ａ

30日の開示期限を延長した件
数

Ａ

情報提供に転換した件数／複
数回開示件数

Ａ

研修回数 Ｃ

議員からの依頼により調査
を行うとともに、県及び国
の施策や議会の動きなどの
資料を適時に提供し、議員
の調査活動をサポートしま
す

議会通信の発行回数 Ｂ

事務局職員の研修を実施す
るなど職員の資質向上を図
り、議員発議条例など、議
員が行う政策立案等をサ
ポートします。

政策立案補助関係の研修人数
及び延べ日数

Ｃ

「県議会だより」の１部当た
りのページ数及び発行部数
（４回分）

Ａ

テレビ放映日数及び放送時間
(年間)

Ａ

ホームページの更新回数 Ａ

　内部管理業務、企画・調整などを適切に実
施しました。
　その理由として､①コピー用紙使用量は、
環境マネジメントシステムの浸透により達成
できたこと､②公用車については､運転職員の
減に伴い、廃車することなく県の他の機関に
保管換えしたこと､③職場研修の実施により､
事務処理に要する知識の共有化や繁忙期の応
援体制に役立ったこと、④公舎については､
老朽化が著しいことから利用者の了承を得て
廃止したこと､⑤情報公開については､すべて
期限内に開示したことが挙げられます。
　なお、複数回開示案件は、該当文書がな
く､情報提供に至りませんでした。

時代に即応した議
事運営
（議事課）

時代に即応した議事運営を
行うため職員の資質の向上
を図ります。

　時代に即応した議事運営を行うため、職員
の意識改革を図るべき研修を実施しました。
しかし、本会議前の書記会議及び協議会等の
課題検討会は実施できましたが、月一回予定
していた書記会議が、日程の都合がつかず実
施できませんでした。

議員活動に対する
サポートの充実
（政務調査課）

　議員活動に対するサポートの充実を概ね適
切に実施しましたが、一部に課題がありま
す。
　その理由として、①議会通信を目標どおり
発行したこと、➁議員から依頼のあった１０
７件の調査を的確に実施したこと、③政策立
案補助関係の研修には、目標を上回る人数が
参加できたことは、一定の成果を上げること
ができました。
　一方、第１・四半期に実施予定だった課内
担当者研修会の実施が３月にずれ込んだこと
から、職員の資質向上には不十分の状況で
す

議会広報の充実
（政務調査課）

「県議会だより」、県議会
テレビ中継、インターネッ
ト等各種広報媒体を活用
し、県議会の役割や活動状
況などを広く県民に伝えま
す。

議会広報の充実に向けて、各種事業を概ね適
切に実施しました。その理由として、①「県
議会だより」は、予算削減となったが、「県
民だより」との共同発行によりコスト削減を
図り、年間４回、１６ページを発行すること
ができたこと、②議会のテレビ放送について
も、本会議開会日、代表質問、予算委員会の
模様を計画どおり放送することができたこ
と、③ホームページの更新についても、定め
られた期間内に遅延することなく、数多くの
新情報を更新することができたことが挙げら
れます。しかし、「県議だより」と「県民だ
より」の共同発行日を「県民だより」に合せ
るため、最短で２３日で発行しなければなら
ない事態が生じましたが、関係者との連携の
もと遅滞なく発行することができました。

施策の目的
達成
状況

内部管理業務、企
画・調整など
（総務課）

検証指標・手段
施策名

（課　名）

議長、副議長の秘書業務及び議員の接遇業務
を概ね適切に実施しました。

議長・副議長の秘
書業務、議員の接
遇業務
（秘書室）

議員の接遇業務は、関係機
関等の連絡調整などを正確
かつ迅速にするばかりでな
く、議員は活動しやすい環
境の実現が可能となりま
す。

早期に開示決定するととも
に、複数回開示案件を情報
提供に転換することによ
り、県民が容易に情報入手
できる状態にします。

関係部局との連携のもと、
局の目標達成に向け、予算
や人事面で効率的な活用を
図ります。特に、経費の削
減には、常に事務改善を検
討する必要があることか
ら、職員の意識改革や資質
の向上に努めます。

目標の達成状況総括
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施策の目的
達成
状況

検証指標・手段
施策名

（課　名）
目標の達成状況総括

利用者数 Ｂ

執筆原稿の枚数 Ａ

議会史の発行部数 ー

議会図書室の利用
の促進
（図書室）

議員の調査研究活動を援助
すべく、図書室利用の促進
を図ります。県職員や一般
利用者には支障のない範囲
で資料の利用の便宜を図り
ます

　議会図書室の利用の促進に向け、全体とし
ては目標にとどきませんでしたが、議員の利
用者数は増加しました。更なる情報提供の環
境整備とＰＲ事業の展開を図ります。

千葉県議会史の編
さん
（図書室）

県議会の活動を中心とし
て、県政進展の足跡を記述
することにより、民主主義
の確立の過程を明らかに
し、県政発展に寄与しま
す。

千葉県議会史第９巻の編さんについては、平
成１８年度発行に向けて順調に進んでいま
す。      なお、平成１６年度の執筆原稿
は、当初１，４００枚でありましたが、計画
変更により２，３００枚となり、予定どおり
完了しました。
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教　育　庁　　

教育庁ホームページ
　　　アクセス数（件）

Ｂ

教育委員協議会等
　　　　　開催数（回）

Ｂ

教育施策の企画・調整を図
り、それを踏まえた予算原
案の作成及び執行の総合調
整を行い、千葉県教育長期
ビジョンの実現に努めま
す

アクションプランの策定や予
算の執行を通じて、各課が掲
げる目標・指標等達成状況の
把握

Ｂ

適正な財務会計処理、給与
支払事務等により、円滑な
教育行政を進めます。

現地調査などにより、財務会
計処理等が適正に処理されて
いるかを確認。

Ａ

経済的理由により、修学・
就学が困難な者の経済的な
負担を軽減するため、授業
料減免及び奨学金の制度の
適正な運用に努めます。

制度の周知と適正な運用並び
に奨学金の返還状況の管理

Ｂ

研修会の実施や個別相談・指
導と、現地調査の実施

Ａ

県全体の高等学校の配置を見
直し

Ａ

単位制高校の設置（全日制） Ａ

総合学科の設置 Ａ

中高一貫教育校の設置 Ａ

（仮称）総合技術高校の設置 Ａ

三部制定時制高校の設置 Ａ

女子校の共学化 Ａ

各学校の取組事業数 Ａ

魅力ある高等学校づくりの実現に向けた県立
高等学校再編計画の推進及び学校自らが企
画・提案する特色ある教育に対する取組が着
実に進んでいます。

・　県立高等学校の再編の推進は、再編計画
に基づき段階的に整備を行うこととしてお
り、その具体計画である第２期実施プログラ
ムを決定するとともに、第１期及び第２期実
施プログラムの着実な推進を図り、魅力ある
高等学校の設置等を計画通り進めました。

・　魅力ある高等学校づくりへの支援のた
め、特色ある教育に対する取組に支援する
「魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事
業」を実施しました。
　　なお、本事業への各学校からの事業要望
の増、事業内容の充実は、学校自らが改革に
向けた取組をすることの必要性が各学校にお
いても十分浸透してきたものであり、魅力あ
る高等学校づくりを一層推進できるものと考
えます。

・　その他の業務についても、適切に執行し
ました。

目標の達成状況総括

　内部管理業務、教育施策の企画・調整を行
うとともに、これらを踏まえた教育予算原案
の作成、予算執行の総合調整を適切に実施し
ました。具体的には、①教育長期ビジョンに
基づく教育施策の企画　②政策評価と連動さ
せた予算編成　③アクションプランなどとの
総合的調整を行い、厳しい県財政の中で効果
的・効率的な予算を編成しました。

内部管理業務、教
育施策の企画・調
整など
（企画管理部企画
財務課）

公立学校施設整備等の市町
村が行う国庫負担（補助）
事業に係る事務や指導を行
うことにより、公立学校の
教育環境の充実を図りま
す県立高等学校再編

計画の推進
（企画管理部県立
学校改革推進課）

中学卒業者数の減少や高等
学校で学ぶ生徒の能力・適
性、興味・関心、進路希望
等の多様化に対応するた
め、県全体の県立高等学校
の配置の見直し、単位制高
校、総合学科の設置、女子
校の共学化など魅力ある高
等学校づくりを推進しま
す。

学校自らが企画・提案する
千葉県らしい特色ある教育
に対する取り組みに対して
支援します。

検証指標・手段
施策名

（課　名）

　教育情報の提供と広報・広聴活動の充実に
向けて順調に進んでいます。その理由とし
て、①教育庁ホームページアクセス件数が前
年度を上回る見込みであること、②試行で、
インターネットを通じて、「県教委ニュー
ス」を配信することになったことなどが挙げ
られます。
　また、教育委員会会議の充実と活性化に向
けても順調に進んでいます。その理由とし
て、高校再編や地域運営学校、人事評価制度
など当面の課題に対して、教育委員が率先し
て庁内職員や教育関係者と意見交換すること
により、教育施策に反映させていることが挙
げられます。

多様化・高度化する県民の
教育に対する期待や要望を
適切に把握し、信頼度・透
明度の高い教育行政を展開
するため、教育情報の提供
と広報・広聴活動の充実を
図るとともに、教育委員会
会議・教育庁内組織の充実
と活性化を図ります。

達成
状況

施策の目的

内部管理業務など
－ 県民に開かれ信
頼される教育委員
会の推進 －
（企画管理部教育
総務課）
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目標の達成状況総括検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

施策の目的

耐震診断の結果、改修の優先
度が高い100棟の耐震化

Ａ

老朽化した建物の改修 Ｂ

第１期実施プログラム再編対
象校（32校）の不足施設設備
等の整備

Ａ

ライフアップセミナーの参加
者数

Ｂ

モアライフセミナーの参加者
数

Ａ

定期健康診断の受診率 Ｂ

生活習慣病検診の受診率 Ａ

生涯学習情報提供システムへ
のアクセス数

Ａ

成人一般を対象とする学級・
講座への参加者数

Ｃ

生涯学習ボランティアの登録
制度の普及

―

職員の健康管理のため心と
からだの健康づくりを支援
するとともに、健康の保持
増進体制の推進や職場環境
の改善に努めます。

　厳しい財政状況の中で学習施設・設備等の
教育環境の整備は整備計画に基づき概ね順調
に進んでいます。
　しかし、年々増加する建物の老朽化や機能
低下、さらなる耐震対策の推進等に対応する
ためには、現在の財政状況が計画的な施設整
備に大きく影響しており、困難な課題となっ
ています。

　職員の日常生活の充実と将来の経済生活の
安定向上を支援するとともに、生涯生活設計
（ライフプランづくり）を支援するための研
修事業等の充実にむけては順調に進んでいる
ものと考えます。ライフアップセミナーにつ
いては、15年度までは、40歳以上の職員を対
象に行っていたものを、15年度のアンケート
調査を分析した結果、16年度は対象者を40歳
代に絞り込み、内容の充実を図ったところで
す。対象人数を大幅に絞り込んだことによ
り、参加者も目標の７割程度になってしまっ
たが、内容的には多くの参加者から満足度の
高い感想が寄せられました。
　心とからだの健康づくりを支援すること及
び健康保持増進体制の推進・職場環境の改善
については、概ね順調に進んでいます。しか
し、生活習慣病健診の受診率については、15
年度と比較して率はアップしてきているが、
未だ、職員の意識が大幅に向上したとは言え
ない。

県民誰もが，いつでもどこ
でも学習することができ，
学習した成果を社会の中で
生かすことができる社会を
つくります。

　生涯学習社会の実現に向けて概ね順調に進
んでいますが、一部に課題があります。県の
取組みについては、生涯学習情報提供システ
ムへのアクセス数については、15年度に比較
し、増加しました。また、週末ふれあい推進
事業などの実施により、県の社会教育施設に
おける日帰り利用者数は堅調に伸びていま
す。
　一方、成人一般を対象とする学級･講座へ
の参加者数については、引き続き、改善を図
りながら事業展開をしていく必要がありま
す。

学習施設・設備等
の教育環境の整備
（企画管理部施設
課）

県立学校は、児童・生徒の
教育の場であるとともに、
災害時の地域住民の避難場
所となる重要な施設である
ことから、耐震改修を推進
します。
また、老朽化した施設につ
いては大規模改修を推進し
て建物の延命を図ります。
県立高等学校再編計画に基
づく施設整備を推進しま
す。

職員の日常生活の充実と将
来の経済生活の安定向上を
支援するとともに、生涯に
わたり、より充実した生活
を送るためのライフプラン
づくりを支援するため研修
事業等の充実に努めます。

生涯学習社会の実
現に向けた取組の
推進
（教育振興部生涯
学習課）

教職員の福利厚生
の充実
（企画管理部福利
課）
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目標の達成状況総括検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

施策の目的

学力向上パイオニアハイス
クール

Ａ

小中高連携の特別授業 Ａ

学力状況調査の実施と分析 Ａ

入学者選抜の実施と分析 Ｂ

高等学校訪問 Ａ

学校教育指導の指針の配布 Ａ

高等学校教科研究員（教員）
による教科研究

Ａ

スクールカウンセラー Ａ

食と心の教育推進事業 Ａ

人権教育を積極的に推進
し、人権を尊重する精神の
かん養と実践力の育成を図
ります。

人権教育推進協議会 ―

英語教育研究指定地域 Ａ

県立高等学校でパソコンを活
用して指導できる教員

Ａ

学校教育活動全体を通じて
心の教育を推進し、児童生
徒の豊かな心の育成を図り
ます。
また、児童生徒の人格を尊
重し、個性の伸長を図ると
ともに、社会的資質や社会
的行動力を育成し、児童生
徒のよりよい発達を目指し
ます。

国際化・情報化に対応でき
る児童生徒を育成します。

児童生徒に基礎・基本を確
実に身に付けさせ、自ら学
び自ら考える力を育むとと
もに、一人一人の個性が輝
く教育を推進します。

　児童生徒の学力の状況を把握し、学習意欲
等の向上、個に応じた指導の推進に関して前
進が見られ、学力向上に役立てることができ
た。
　スクールカウンセラーによるカウンセリン
グやリーフレットの配布などを通じて、児童
生徒の豊かな心の育成を支援した。
　英語教育研究指定地域を拡大し、千葉県な
らではの特色ある英語教育を推進した。

各種研修を充実させ、教職
員の資質・能力の向上を図
ります。

児童生徒の学力の定着状況
を把握するとともに、指導
上の問題点を明らかにし、
指導・評価方法の改善を図
ります。

学校教育の充実
（教育振興部指導
課）
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目標の達成状況総括検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

施策の目的

障害のある児童生徒への教
育の充実を図るため，体制
整備や指導者養成など支援
の在り方を検討し，方策の
実現を目指します。

特別支援教育コーディネー
ターを置く小・中・盲・聾・
養護学校の割合

Ａ

不登校児童生徒数
（公立小・中学校）

Ｂ

学校長及び市町村教委との連
携を強化し教員の不祥事の根
絶を目指します。

Ｃ

小学校１･２年生に38人学級
編制を導入します。

Ａ

同一校永年勤続解消率（小中
学校）

Ｃ

異校種間人事交流者数 Ａ

教員採用選考志願者数(小学
校)

Ａ

県立学校の教職員
（事務職員を除
く。）及び県費負
担教職員の適正な
人事・服務管理の
推進
（教育振興部教職
員課）

少人数学級編制や教職員の
人事管理，服務管理を行う
ことによって，学校教育で
の基礎的，基本的な知識や
能力を習得できる環境を整
え，また，一人一人の内発
的な学習意欲が啓発される
多様な教育活動が展開でき
る環境を整えます。

　県立学校の教職員（事務職員を除く。）及
び県費負担教職員の適正な人事・服務管理の
推進を概ね適切に実施しました｡
　その理由として、①小学校１･２年生の全
学級で３８人学級編制を実施し、基礎学力の
向上を目指したきめ細かな指導体制の充実を
図ることができたこと、②優れた教員を確保
するため小学校教員免許状を取得できる大学
での説明会の実施、教職経験者の特例を設け
るなど選考方法の改善を図ったことにより
「小学校志願者数」が5.5％増加したことな
どが挙げられます｡一方、教員の「懲戒処分
件数」は２６件で前年と同数となり､教員の
不祥事を減らすことはできませんでした｡

児童生徒一人一人
に応じた特別支援
教育の推進
（教育振興部特別
支援教育課）

不登校児童生徒に居場所の
確保など支援の場を提供
し，不登校児童生徒の解消
を目指します。

　児童生徒一人一人に応じた特別支援教育の
推進の実現に向けた取組みが順調に進んでい
ます。
　この理由としては、次のとおりです。
①　校内支援体制整備の周知を図り、特別支
援教育コーディネーターを指名させ、１６年
度の養成研修においては、全体の５０．６％
におよぶ養成研修が達成されたこと。
② ノーマライゼーション検討会議において
は、委員の幅広い意見を得て「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）の素案が作成されたこと。
③ 学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害
（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症児等への支援と
して、巡回指導職員を各教育事務所に配置
し、個々の実態に応じた指導・支援や校内支
援体制づくりのため、教員に対して指導・助
言を行ったことにより、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づきが高められたこと。
④ 不登校児童生徒の居場所の確保などの支
援の場について、市町村とＮＰＯ等が協働し
て新しい居場所づくりに取組んでおり、１６
年度は不登校児童生徒数が減少したこと。
　以上のことから、施策の実現に向け順調に
進んでいるところです。
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目標の達成状況総括検証指標・手段
施策名

（課　名）
達成
状況

施策の目的

学校給食週間(1/24～30)にお
ける食育の推進

Ｂ

食育におけるティームティー
チングの推進

―

防犯に関する避難訓練の実施 Ｃ

防犯教室の推進 Ｂ

１２歳児におけるむし歯の本
数

Ｂ

「千葉の県立博物館」ホーム
ページへのアクセス件数

Ｃ

ボランティアも含めたＮＰ
Ｏ，民間企業などとの協働事
業数

Ａ

博学連携事業実績数 Ａ

フィールド・ミュージアム参
加者数

Ａ

国･県指定及び登録文化財の
指定･登録件数

Ａ

国･県指定文化財の公開割合 Ａ

小中高等学校・社会教育施設
における出土文化財の活用件
数

Ｂ

小学校における新体力テスト
(8種目計80点)の平均点

Ｂ

総合型地域スポーツクラブ数 Ｂ

「きらめき総体一人一役活
動」による県内高校生約１７
万人の大会運営への参画

Ａ

いつでも、どこでも、だれ
でもが望むスポーツを実践
し、みるスポーツをこころ
ゆくまで楽しめる社会を構
築します。

・児童生徒の体力の向上を目指し、体育指導
の充実を図っていますが、地域や学校段階に
より十分とはいえない状況にあります。
・県内全市町村に１つ以上の総合型地域ス
ポーツクラブの設立に向けて概ね順調に進ん
でいますが、総合型地域スポーツクラブにつ
いて未だ理解されていない地域もあり、温度
差が感じられます。
・高校総体の開催準備が概ね順調に進み、大
会成功へ向けて、ほぼ目標を達成したと考え
られます。

　文化財の保護と活用の推進に向けては，概
ね順調に進んでいます。
　この理由として，博物館における学習支援
システムの充実は，①ＮＰＯを含めた民間と
の協働事業数，②博学連携事業数が大幅増加
しており，③フィールド・ミュージアム参加
者数も増加しています。
　また，④国･県指定及び登録文化財の指
定・登録件数は順調に増加し，⑤国･県指定
文化財の公開割合は文化財探検隊の実施によ
り増加し，⑥小中高等学校・社会教育施設に
おける出土文化財の活用件数も増加していま
す。
　一方「千葉の県立博物館」ホームページへ
のアクセス件数が減となる見込みであり，今
後，さらに魅力ある情報を提供するなどの改
善が必要です。

生涯にわたって健康で生き
生きとした生活を送るため
に，自ら健康状態を把握・
管理し，また自分の命は自
分で守ることができる児童
生徒を育成します。

　児童生徒の健康教育及び安全教育の推進に
向けて概ね順調に進んでいます。
・ 学校給食週間において、特に食に関する
指導の推進に取り組んでまいりましたが、概
ね順調に進んでいます。その理由として、従
来の取組みに加えて、今年度は特別献立（千
産千消の推進に係わるもの）を作成して給食
を提供するなかで、各学校において食に関す
る指導の推進を図りました。
・ 各学校での防犯の避難訓練及び防犯教室
の実施に向け、各種研修・会議等で防犯教育
を取り上げ推進してきました。また、防犯教
室の指導者育成にも取り組んでまいりまし
た。その結果、幼･小･中学校の児童生徒の防
犯教室の推進については、概ね達成しました
が、避難訓練については、防災を中心とした
学校が多く、防犯に関する避難訓練の実施率
については目標数値には至りませんでした。
・ 学校歯科保健研究指定校における研究成
果を学校保健研修会等の場で発表し、県下の
各学校に学校歯科保健の日常的に行う活動と
して広く啓発してまいりました。その結果、
１２歳時におけるむし歯の本数は減少してい
ます。

文化財の保護と活
用
（教育振興部文化
財課）

ボランティアも含めたＮＰ
Ｏ，民間企業などとの協働
を進めながら，博物館にお
ける学習支援システムを充
実させ，より多くの県民
に，自らが主体となって活
動し，地域の歴史・文化や
自然などに直接触れ，新た
な発見に感動しながら知識
を深めるための場を提供し
ます。

本県の自然と歴史の中で生
まれ，受け継がれてきた文
化財の適正な保存・管理が
図られるとともに，文化財
が心豊かな生活を営む糧と
して，県民に広く知られ親
しまれ活用される環境を整
えます。

スポーツの振興
（教育振興部体育
課）

児童生徒の健康教
育及び安全教育の
推進
（教育振興部学校
保健課）
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選挙管理委員会事務局　　

選挙公報発行部数 Ａ

ポスター掲示場設置数 Ａ

会議開催回数 Ａ

施策名
（課　名）

目標の達成状況総括施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

選挙の管理執行等 有権者が適正に候補者を選
挙する権利を行使できるよ
うにします

市町村の管理執行の知識の
向上に寄与します

　選挙の管理執行等を適切に実施しました。
　その内容として、①参議院議員通常選挙及
び千葉県知事選挙に際し、必要な数の選挙公
報の発行及びポスター掲示場の設置を行うこ
とにより、有権者が適正に選挙権を行使でき
るよう適切な情報の提供を図ったこと、②市
区町村の選挙管理委員会の委員及び書記等を
メンバーとする会議（選挙直前に開催する会
議のほか、実務講習会、研究会等）を開催す
ることにより、市町村の選挙管理執行の知識
の向上を図ったことなどが挙げられます。
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監査委員事務局　　

定期監査、財政的援助団体等
監査等の実施機関数
571機関

Ａ

達成
状況

目標の達成状況総括検証指標・手段
施策名

（課　名）

平成１６年度監査
計画の実施

近年、県行政全般にわたっ
て、県民の関心が高くなっ
ており、監査の役割が益々
重視されています。そこで
監査の実施にあたっては、
県行政全般の動向を注視
し、事務事業が最少の経費
で最大の効果を挙げている
か、組織及び運営の合理化
に努めているかに着目し実
施します。

施策の目的

　本計画は、平成１６年１０月から平成１７
年８月までを実施期間とするもので、平成１
７年３月末現在で目標値の約７０％を実施し
ており、平成１７年８月までに平成１６年度
決算の状況を踏まえた本庁の各課・局・室と
一部の出先機関の監査を計画どおりすべて実
施しました。
　この監査の実施によって、事務事業が法令
等に沿って適正な執行が保たれるとともに、
執行に対する経済性、効率性及び有効性を見
据えた監査指導ができたと考えています。
　また、監査結果を千葉県報や千葉県ホ－ム
ペ－ジを通じて県民に情報提供することによ
り、県民の行政活動への理解を深めるととも
に、行政の説明責任の一端を担うことができ
たと考えています。
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人事委員会事務局　　

職員採用試験（上級・中
級・初級・資格免許職・警
察官）の実施により、有為
な人材の確保を図ります。

試験を、適正かつ公平に実施
します。

Ａ

試験を、適正かつ公平に実施
します。

Ａ

16年度内に、15年度末までに
審理終了した事案及び審査継
続の必要がなくなったことが
確定した事案計6件について
処理します。

Ａ

公平審査の当事者に向けての
審査手続の案内・手引を見直
し、修正作成を検討します。

Ａ

勧告における給与改定率の職
員給与と民間給与の較差に対
する割合

Ａ

施策の目的

公平審査事務等をより的確
迅速に行うことで、より一
層の職員の権利保護を図る
とともに、公務能率の増進
に努めます。

・ 職員採用試験（上級・中級・初級・資格
免許職・警察官）の実施により、有為な人材
の確保を図りました。
・ 職員採用選考（身体障害者・特別捜査官
等）の実施により、有為な人材の確保を図り
ました。職員採用選考（身体障害

者・特別捜査官等）の実施
により、有為な人材の確保
を図ります。

　平成15年度作成の事前事務手続・相談・受
付マニュアルの活用により、事前手続が迅速
かつ円滑に行われるようになり、16年度中に
目標の6件を含めて8件の事案を終結させまし
た。さらに審査事務の的確迅速な処理を図る
目的で、審査途中の事務手続についても審査
請求人が審査の制度及び事務手続の正しい理
解と認識を得るための審査請求の手引を作成
しました。今後とも、事前事務手続・相談・
受付マニュアル及び審査請求の手引を活用し
て、的確迅速な公平審査事務の処理に努めて
まいりたい。

検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括
施策名

（課　名）

　厳しい経済情勢を反映して１４年度、１５
年度と２年続けて、職員の給与水準の引下げ
を求める勧告を行いましたが、民間企業等の
調査の結果、１６年度においては経済情勢に
回復の傾向が見られ、職員給与と民間給与と
はほぼ均衡していたことから、給与改定は必
要ありませんでした。

公平審査の的確迅
速な処理
（給与課）

職員採用に係る競
争試験及び選考考
査の実施
（任用課）

職員の給与等につ
いての報告及び勧
告
（給与課）

地方公務員法の定めるとこ
ろにより、職員の給与につ
いて、民間企業従業員及び
国や他の地方公共団体の職
員の給与と均衡し、社会一
般の情勢に適応したものと
します。
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労働委員会事務局　　

処理日数
（集団的労使紛争）

Ｃ

処理日数
（個別的労使紛争）

Ａ

申立後、命令書交付又は和解
終結までの平均処理日数

Ａ

労働組合の資格審査日数
（法人登記、委員推薦）

Ａ

達成
状況

不当労働行為審査
事務の簡易・迅速
化と実効性の確保
（審査課）

検証指標・手段
施策名

（課　名）

労使紛争の早期解
決
（調整課）

労働組合からの不当労働行
為救済申立てについて、簡
易・迅速に審査し、救済命
令などにより、正常な労使
関係の回復が図られます。

施策の目的

労働委員会におけるあっせ
んの手法により労使紛争
が、円満かつ早期に解決さ
れます。

　不当労働行為審査事務の簡易・迅速化と実
効性の確保に向けて概ね順調に進んでいま
す。
　その理由として、①16年度に終結した不当
労働行為事件については、過去の同種の事件
を参考に争点・証拠の整理を効率的に行うこ
とにより審査を進め、更に和解による紛争解
決を勧めるなどして短期間に処理することが
できたこと、②労働委員会委員の改選に伴う
労働者委員推薦に係る労働組合の資格審査に
ついても、迅速に処理することができたこと
などが挙げられます。一方、15年度以前に申
立てを受けた不当労働行為事件で未だ終結に
至っていないものがあるなど、審査手続の処
理日数という観点からは不当労働行為審査事
務の迅速化は不十分な状況です。
　なお、不当労働行為救済申立ての内容は事
件により様々であり、複雑な事件のため調
査、審問を何度も開催すること、和解による
紛争解決を目指して何度も和解期日を設定す
ること、同一事件で追加申立てが行われるこ
となど、様々な要因で解決までに長期間を要
する場合もあります。

目標の達成状況総括

　労使紛争の早期解決に向けて、概ね適切に
実施しましたが、集団的労使紛争の平均処理
日数については、当事者の都合による開催日
の延期や、あっせん開催が２回に及んだ事件
があったことなどから、基準年に比較し短縮
が図られたものの、目標達成には至りません
でした｡
　なお、個別的労使紛争については、早期の
被申請者に対する事前調査やあっせん応諾回
答に努めた結果、平均処理日数は31.3日であ
り目標を達成しました｡

79



海区漁業調整委員会事務局　　

漁業調整委員会において議案の的確かつ円滑
な審議ができるよう努めました。

施策の目的 検証指標・手段
達成
状況

目標の達成状況総括

漁業調整委員会における議案
の的確かつ円滑な審議

Ａ

施策名
（課　名）

漁業調整委員会の
円滑かつ的確な運
営

漁業秩序の維持、漁業資源
の効率的・永続的な利用
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