
様式２－３ 

千葉県総合計画進行管理票（２４年度）－計画の推進に当たって－ 

１ 計画推進の基本的考え方 

①チームスピリットの発揮 

県民・市民活動団体１）・企業・大学など県内の多様な主体は、本県の活力の源です。 

これらが持つそれぞれの「強み」や「特性」を組み合わせることにより、活力があり、日本をリー

ドする千葉をつくるとともに、公共サービス水準の向上や行政コストの削減を図ることが期待されて

います。 

このため、県では、多様な主体とのチームスピリットの下、政策を実現していきます。 

【目標：県と多様な主体との協働を推進します。】 

主 務 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ １９４ 

当初予算額 22 年度 146,184 千円 23 年度 152,819 千円 24 年度 269,311 千円 

決 算 額 22 年度 134,560 千円 23 年度 214,710 千円 24 年度 224,054 千円 

【進捗状況：計画の指標の動向】 

指標名 単位 計画策定前の状況（3か年） 
計画策定時 

評価時実績 
現状 目標 

県・市町村と市民活

動団体との協働事業

の件数 

件 
41 

(17 年度) 

95 

(18 年度) 

148 

(19 年度) 

216 

(20 年度) 

300 

(24 年度) 

417 

(24 年度) 

 

【チームスピリットの発揮に係る実施状況（２４年度）】 

〔実施状況〕 

 3 つの主な取組について、県民・市民活動団体と、市町村や企業、学校等とのネットワークづくり

の支援等の取組により、県民・市民活動団体との協働事業件数が増加しました。また、企業や経済団

体と協力・連携して地域経済の活性化と魅力ある地域づくりに向けた取組を進めるとともに、街づく

り、医療、環境、農林水産業など様々な分野で大学や企業など産学官による取組を行い、全体として

は、進展が図られていると考えております。 

 社会目標の動向は順調に推移しており、県民・市民活動団体をはじめ、企業や大学といった関係団

体等との協働の取組が、チームスピリットの下で進んでいるものと思われます。 

設定した目標（Ｈ24：300 件）を評価時実績

が既に上回っているため、今後は 400 件（Ｈ

24）を目指して取り組みます。 

445



様式２－３ 

主な取組 １ 県民・市民活動団体との連携 

担 当 課 環境生活部県民交流・文化課 総合計画掲載ページ １９４ 

当初予算額 22 年度 36,974 千円 23 年度 46,834 千円 24 年度 171,376 千円 

決算額 22 年度 31,189 千円 23 年度 116,654 千円 24 年度 131,737 千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 市民活動に対する理解を深め、より多くの県民が市民活動に参加するよう、「ちばＮＰＯ月間」 

（11 月 23 日から 12 月 23 日）市民活動フェスタやＮＰＯの日（12 月 1日）普及イベントなど）や

「出前説明会」（県民等に対する市民活動の基礎知識、活動の現状などについての説明会）などで

広報・啓発に努めました。 

また、国の「新しい公共支援事業」として交付された交付金を活用し、「千葉県県民活動促進   

事業」によるＮＰＯ等の自立的な活動を間接的に支援する活動基盤の整備や、地域の様々な主体が

連携・協働して地域の課題解決に取り組むモデル事業（連携・協働による地域課題解決モデル事業）

を行い、さらに、企業と市民活動団体とのマッチングの機会を提供する事業（企業・ＮＰＯによる

パートナーシップ事業）の実施など、県民・市民活動団体と、市町村や企業、学校等とのネット   

ワークづくりの支援等に取り組みました。 

２ 市民活動団体が自立し、継続的に活動できるよう、市民活動団体向けにＩＴ活用を普及するため

の講師を養成する「ＩＴリーダー養成講座」を実施するとともに、資金開拓のためのセミナーを  

開催するなど、人材育成・資金調達力などの団体の活動基盤の強化に取り組みました。 

３ 県民・市民活動団体との協働による取組が、県内市町村にも普及・浸透するようＮＰＯ向けの  

講座や市町村向け説明会を開催するとともに、市町村と市民活動団体との出会いの場をつくる意見

交換会を実施しました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕県が抱える環境・福祉・まちづくりなどの課題の解決に向け、パートナーシップ推進員   

（ＮＰＯとの関連事業を実施している庁内担当課職員）や市民活動団体向けの協働に関する 

講座を開催するなど相互理解の促進に努めた結果、協働事業件数が、平成 23 年度の 370 件か

ら平成 24 年度は 417 件と目標を上回りました。 

また、連携・協働による地域課題解決モデル事業の実施により、地域における様々な主体が

連携・協力し合い地域活性化や震災復興など地域の課題を解決していくためのネットワークが

形成されつつあります。 

これらのことから、地域における様々な主体が連携・協力し合い地域の課題を解決していく

仕組みづくりの重要性に対する認識が根付いてきているものと思われます。 

〔課題〕県内の市民活動団体の自立力、事業力が強化されつつある中、市町村・企業・学校・地縁   

組織など多様な主体との自発的・持続的なネットワークを形成し、地域の課題解決力を高めて

いくため、引き続き、団体の活動基盤の整備に向けた支援や、地域の課題解決に向けた連携・

協働を促進する支援が必要です。 
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様式２－３ 

【今後の取組方針】 

・ 市民活動団体の活動基盤の強化に向け、引き続き、ＩＴ活用や資金開拓の意義や課題、具体的な

ノウハウなどを学ぶセミナーの開催などの支援に努めます。 

・ また、地域の課題解決に向けた連携・協働を促進するため、市民活動団体・市町村・企業・学校・

地縁組織など様々な主体の分野を超えた連携・協働の場づくりのためのモデル事業の実施や市町村

とＮＰＯとの連携の促進に向けた講座や相談会の開催などの支援に努めます。 

・ これらの支援を効果的に実施するため、市民活動団体や市町村などに対する広報・啓発活動の  

促進に努めます。 
 

【注】 

（１）市民活動団体：県民が自発的に地域や社会の問題を解決するために活動している団体で、ＮＰＯとも呼ばれ、ＮＰＯ法人・

ボランティア団体など任意団体等の総称のことをいいます。 
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様式２－３ 

主な取組 ２ 企業等との連携 

担 当 課 商工労働部経済政策課、経営支援課、産業振

興課、総合企画部政策企画課、総務部行政改

革推進課 

総合計画掲載ページ  

１９５ 

当初予算額 22 年度 31,000 千円 23 年度 30,830 千円 24 年度 29,778 千円 

決算額 22 年度 29,080 千円 23 年度 28,944 千円 24 年度 28,695 千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 企業や経済団体と協力・連携して地域経済の活性化と魅力ある地域づくりに向けた取組を進めま

した。具体的には、千葉県中小企業振興に向けた研究会等を通じて県内企業や経済団体と連携し地

域経済の活性化を進めるとともに、「商業者の地域貢献に関するガイドライン」に基づき地域貢献

計画書の提出を促し、また、県内に複数店舗を擁する企業に対して県との間に「地域貢献に関する

包括協定」の締結を促しました。さらに、産学官の連携による新製品・新技術の研究開発の支援に

取り組みました。 

２ 複雑多様化する県民ニーズに対して、企業の知恵や工夫を生かし、効率的かつ効果的に公共サー

ビスを提供するため、ＰＦＩ導入可能性に係る検討を、事業規模等の外形的な要件を満たした全て

の案件について行うとともに、県が直営で管理している施設への指定管理者制度の導入について、

公の施設全体の見直しの一環として検討しました。また、指定管理者が管理運営する施設の利便性

向上と経費の削減を図るため、引き続き利用者満足度などの評価結果の県ホームページ上での公表

や、外部有識者等による第三者評価の活用拡大といった指定管理者制度の運用改善を行いました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕千葉県中小企業振興に向けた研究会や地域勉強会を通じて、中小企業者の意見を伺いながら

中小企業振興条例や第２次ちば中小企業元気戦略による地域経済の活性化を進めました。ま

た、2 件の「地域貢献に関する包括協定」を締結するとともに、包括協定締結企業との懇談会

を 2回開催し、各企業の震災対応等の情報交換を行いました。企業との連携による研究・製品

開発の促進に関しては、（公財）千葉県産業振興センターに研究開発コーディネーターを 5 名

設置し、県内企業の新製品・新技術の研究開発における技術的課題の解決を支援しました。 

指定管理者制度の導入については、平成 24 年 3 月に決定した公の施設の見直し方針に基づ

き、2 施設(文書館、西部防災センター)について早期導入や導入可能性の具体的な検討を行い

ました。なお、ＰＦＩの活用については、中央図書館耐震改修等事業など 3 事業についてＰＦ

Ｉ施策推進会議等を開催し、検討を行いましたが、委託可能な業務が限定的であり民間の創意

工夫を取り入れにくい等の理由により、いずれもＰＦＩの導入可能性が低いと判断されまし

た。また、導入可能性についての検討をより効率的に行うため、手続きの運用を見直しました。 

〔課題〕引き続き、企業や経済団体と協力・連携しながら地域経済の活性化を進めていくことが必要

です。また、企業による地域貢献については、継続を促す取組を強化することが課題となりま

す。産学官の連携による研究開発の促進については、研究開発コーディネーターが大学や企業

などとのネットワークを維持・拡大していくことが必要です。 
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ＰＦＩについては、国や他の地方公共団体における先行事例の情報等を踏まえながら、県事

業への導入可能性について引き続き検討することが必要です。 

また、導入可能性にかかる検討手続についても、平成 23 年ＰＦＩ法改正を受けた国におけ

るガイドライン策定の動向を踏まえ、見直しを検討していくことが必要です。 

民間との連携・協働に関する具体的な取組として、民間提案型の地域課題解決モデル事業を

実施しました。一方、他の自治体における市場化テスト等の導入事例を見ると、対象業務の選

定方法など様々な課題があることから、効果的な取組みについて検討していくことが必要で

す。 

【今後の取組方針】 

・引き続き第 2次ちば中小企業元気戦略を推進するとともに、中小企業者との積極的な意見交換を行

いながら、元気戦略の見直しを行い、新たな時代に対応した中小企業の取り組みを支援していきま

す。 

・地域貢献を継続して行っていただくための取組として、包括協定締結企業との懇談会を行っていき

ます。 

・新製品・新技術の研究開発には、産学官の連携が有効であることから、引き続き研究開発コーディ

ネーターの設置等を実施していきます。 

・改正ＰＦＩ法に係る情報を収集しながら、導入可能性についての検討手続の見直しを検討します。 

・指定管理者制度のさらなる導入を引き続き検討するとともに、管理運営状況のモニタリングを的確

に実施していきます。 

・民間との地域課題解決型の連携・協働を推進するとともに、一方で他の自治体における市場化テス

ト等の導入事例を見ると、対象業務の選定方法など様々な課題があることから、引き続き効果的な

取組みについて検討していきます。 
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主な取組 ３ 大学等との連携 

担 当 課 総合企画部政策企画課、健康福祉部健康福祉

政策課、病院局経営管理課、環境生活部自然

保護課、資源循環推進課、商工労働部産業振

興課、農林水産部担い手支援課、（教）生涯

学習課 

総合計画掲載ページ 

１９６ 

当初予算額 22 年度 78,210 千円 23 年度 75,155 千円 24 年度 68,157 千円 

決算額 22 年度 74,291 千円 23 年度 70,660 千円 24 年度 63,622 千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 柏・流山地域では、東京大学、千葉大学等の世界レベルの学術研究機能を活かした国際学術研究都

市づくりが地域住民、県、柏市、企業との共同により着々と進められており、こうした産学官の連携

による様々なまちづくり・地域づくりプロジェクト等の普及・定着を市域全体へ図るため、「みどり

を育み、みどりに親しむ」をテーマに「千葉県柏・流山地域国際学術都市づくりパネル展」を 25 年 3

月 12 日から 18 日まで開催しました。 
２ 医療分野においては、千葉大に寄附講座を設置（5 年目）し、「総合診療医」の育成や技術向上のた

めの公開症例検討カンファレンスの実施、地域医療及び総合診療医教育に応用できる調査研究の実

施、地域医療を担う病院への医師派遣を実施しました。千葉県がんセンターでは千葉大学と共同で、

世界中の協力者からコンピューターのアイドリング時の処理能力を集め仮想スーパー・コンピュータ

ー環境を作るＩＢＭのシステムを活用し、小児がんの新薬候補物質を解析して探し出す研究を行いま

した。また、がんセンターと放射線医学総合研究所の協力協定により、両機関が連携してがん治療法

の開発・研究に取り組みました。 
３ 環境分野においては、科学的・専門的知見や技術が欠かせない生物多様性の保全・再生に係る調査

研究を県内の 2 大学（千葉大学・東京情報大学）に委託しました。また、6大学（江戸川大学、千葉

大学、東京大学、東京海洋大学、東京情報大学、東邦大学）と県等による生物多様性に関する公開の

研究発表会を開催しました。さらに、バイオマス利用分野では、バイオ燃料について産官学連携によ

るライフサイクルアセスメント１）の検討を行いました。 
４ 産学官の連携による研究開発の促進を図るために、（公財）千葉県産業振興センターに、民間企業

で研究開発に携わり、各分野において高い専門知識を有する研究開発コーディネーターを 5名設置し

ました。また、大学からは、中小企業の新製品・新技術の研究開発における技術的課題に対し、専門

的な助言などの支援を受けました。 
５ 農林水産業分野における研究活動の推進とその研究成果の普及促進を図るため、養液栽培トマトの

低段密植栽培における多収栽培技術の研究、種子なしビワにおける微小種子の発生原因と防止対策、

無人ヘリコプターを利用した松くい虫防除のための薬剤散布法の研究や、施設野菜栽培での農薬使用

を減らすためアザミウマ類の害虫を捕食する天敵昆虫（オオメカメムシ）利用の研究及び低濃度エタ

ノール土壌還元消毒法の評価法の確立などに千葉大学園芸学部と連携して取り組みました。また、大

学と県試験研究機関がそれぞれ主催する行事への参加や研究紹介等、研究同士の相互交流を図りまし

た。 
６ 教育の分野では、県内の最先端技術を有する企業、大学、研究機関等と連携し、夏季休業中に、小・

中学生を対象としたサイエンススクール２）を実施しました。また、同時期に中・高校生を対象とした

キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ３）やキャリア教育しごと体験キャンプ４）を実施しました。

これらの事業では東京大学や千葉大学など 36 機関の協力を得て、338 名の児童・生徒の参加がありま

した。 
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【主な取組の総括】 

〔成果〕医療分野においては、「千葉大学大学院医学研究院循環型地域医療連携システム学（千葉県）

寄附講座」を活用し、「かかりつけ医師」の育成と機能強化を図るとともに、地域医療を担う病

院にも研究拠点を設置することで、大学から医師を派遣し、医師不足対策に取り組みました。ま

た、「小児がん創薬プロジェクト」では、300 万個の化学物質から抗がん剤候補を絞り込むために

必要な 81 兆回の計算のうち 95 パーセントを終了し、これまでの累計で 12 の抗がん剤候補を発

見しました。 

環境分野においては、「絶滅危惧種スズカケソウ４）等の遺伝的多様性の解析と保全」（千葉大

学）、「生物多様性の評価手法の開発及びホットスポットの解析」（東京情報大学）の研究により、

生物多様性の保全・再生に役立つ新たな科学的知見を得ることができました。 

    教育分野で実施している事業では、毎年、定員をはるかに上回る応募をいただいており、県内

の子供たちの科学に対する興味関心が高いことがうかがえます。また、受け入れていただいた大

学や企業、研究機関等でのプログラムも年を追うごとに充実が図られています。 

 これらのことから、多様な分野において県内の大学等との連携・協働が推進されてきているも

のと思われます。 

〔課題〕まちづくり分野では、地域の住民、企業、大学、行政などが連携した取り組みが進められてお

り、この手本となるようなまちづくりについて柏・流山地域以外への成果の普及・定着を図るこ

とが必要です。 

環境分野では、大学の専門性を活かすとともに、大学、県それぞれのニーズに合った、より効

果的な連携を図ることが課題となっています。 

産学官の連携による研究開発を促進するためには、研究開発コーディネーターが、大学や企業

などとのネットワークを維持・拡大していくことが必要です。 

教育の分野では、各市町村教育委員会や大学、企業等がキャリア教育に率先して取り組むこと

ができるよう、連携の強化及び実践事例等の紹介をしていく必要があります。 
【今後の取組方針】 

・ 引き続き様々な分野で大学等と連携し、事業を展開していきます。 

・ 産学官の連携による新製品・新技術の研究開発では、引き続き研究開発コーディネーターの設置等

を実施していきます。 

 

【注】 

（１）ライフサイクルアセスメント：製品の生産から廃棄までを一貫して定量的にエネルギー効率や環境への影響を評価する方

法のことです。 

（２）サイエンススクール：現代産業科学館やかずさ DNA 研究所など、県内の 11 の研究機関で科学に関する講座を１日で実施

しました。 

（３）キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ：キヤノンや出光興産などで科学・先端技術体験と研究者等との交流会を１泊

２日を含む４日間で実施したほか、がんセンターにおいて日帰り３日間のプログラムを実施しました。 

（４）キャリア教育しごと体験キャンプ：毎日新聞社やホテルニューオータニ幕張、三井住友海上火災保険などにおいて、就業

体験を中心として１泊２日を含む５日間で実施しました。 

（５）スズカケソウ：ゴマノハグサ科の多年生草。県レッドリストでは最重要保護生物に指定されている希少種のことです。 
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千葉県総合計画進行管理票（２４年度）－計画の推進に当たって－ 

1 計画推進の基本的考え方 

②市町村の自主性・自立性の向上と連携強化 

 住民の最も身近な市町村は、多様化・複雑化している住民ニーズを迅速かつ的確にとらえ、地域の

特性や実情に応じた住民サービスを提供するとともに、分権型社会の主役として、地域住民と協働し

て政策を形成し、実行していくことが重要となっています。また、県と市町村は分権型社会を共に担

っていく自治体として、対等な関係の下で、これまで以上に協力し、緊密な連携を図ることが必要と

なっています。そこで、市町村の自主性・自立性の向上や住民から信頼の得られる自治体経営に向け、

市町村の政策立案能力の向上や行財政体制の強化への支援・協力を行うとともに、自主的な市町村合

併や広域連携への取組、合併により誕生した新市町の新しいまちづくりへの取組に対し、総合的な支

援を進めます。また、各市町村の意向を十分踏まえながら、一定のまとまりを形成する権限を包括的

に移譲するパッケージリストを基に、市町村への権限移譲を積極的に進め、住民福祉の向上を図ると

ともに、市町村の自立性を高めていきます。 

【目標：分権型社会を共に担っていく市町村の自主性・自立性の向上を図るため、市町村を総合的に

支援します。】 

主 務 課 総務部市町村課 総合計画掲載ページ １９７ 

当初予算額  22 年度 2,070,000 千円 23 年度 2,070,000 千円 24 年度 2,019,000 千円 

決 算 額  22 年度 1,383,048 千円  23 年度 1,985,384 千円(見込) 24 年度 1,708,655 千円 

【市町村の自主性・自立性の向上と連携に係る実施状況（２３年度）】 

〔実施状況〕 

事務処理特例条例 1）による権限移譲を進めるとともに、第 2 次地方分権一括法 2）に基づく、

平成 24 年 4 月 1 日施行の権限移譲事務のフォローアップや、同法に基づく、平成 25年 4月 1日

施行の権限移譲事務について、円滑に行われるように、進行管理を適切に行いました。 

また、市町村合併後の一体的なまちづくり等を支援するため、ふさのくに合併支援交付金の交

付を行うなど、市町村の自主性・自立性の向上を図るため、市町村を総合的に支援しました。 

【注】 

（１）事務処理特例条例：正式名は「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１２年条例第１号）」   

です。 

（２）第２次地方分権一括法：正式名は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２３年法律第１０５号）」です。 
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主な取組 １ 市町村の自立の支援 

担 当 課 総務部市町村課 総合計画掲載ページ １９７ 

当初予算額 22 年度 2,070,000 千円 23 年度 2,070,000 千円 24 年度 2,019,000 千円 

決算額 22 年度 1,383,048 千円 23年度1,985,384千円(見込) 24 年度 1,708,655 千円   

【主な取組の概要（２４年度）】 

・事務処理特例条例により、新たに千葉県福祉のまちづくり条例に基づく事務等 11 項目について、

権限移譲を行うとともに、対象市町村への権限移譲が円滑に行われるように、必要な助言・支援

を行いました。また、第 2 次地方分権一括法に基づく、平成 24 年 4 月 1 日施行の権限移譲事務

のフォローアップを行うとともに、同法に基づく、平成 25 年 4 月 1 日施行の権限移譲事務（水

道法、社会福祉法、母子保健法、障害者自立支援法に基づく事務）について、対象市町村への権

限移譲が円滑に行われるように、移譲事務ごとの説明会及び研修会、関係簿冊の引き継ぎ等の進

行管理を行いました。 

・市町村振興資金１）については、市町村合併支援事業で 2団体 8事業に 125,000 千円、公社等保有

土地の再取得等事業２）で 2 団体 3 事業に 723,500 千円を含め、全体としては 11 団体 25 事業に

1,522,500 千円の貸付を実施し、市町村のニーズに応じた事業に対する支援を積極的に行いまし

た。 

・合併後の市町がいち早く自立した基礎自治体として一体的にまちづくりを進められるよう、合併

市町の体制整備、行財政運営等への各種支援を行いました。具体的には、合併市町村の負担を軽

減するとともに合併後の一体的なまちづくり等を支援するため、ふさのくに合併支援交付金の交

付を行いました。 

 

【主な取組の総括】 

〔成果〕 

・県から市町村への権限移譲が円滑に行われ、市町村の自主性・自立性の向上に寄与しました。 

・市町村振興資金の公社等保有土地の再取得事業では、公社等の借入金の増加により、後年度該当

団体が負う財政負担を抑制し、財政健全化の推進のほか、老朽化した施設の改築など早急に対応

が必要な事業の推進に寄与しました。 

・ふさのくに合併支援交付金は、旧合併特例法下での合併市町に対しては、15 年度から 21 年度ま

でに 11 市町に 6,595,900 千円交付し、交通網や教育等の施設整備、情報化の推進など合併後の一

体的なまちづくりを支援しました。また、新合併特例法下で合併した 1 市に対しても、21 年度か

ら 24 年度まで 300,000 千円を交付し、交通網の整備や情報化の推進などを図りました。 
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【注】 

（１）市町村振興資金：地方債制度を補完するものとして、市町村振興を図るため、市町村及び一部事務組合が実施する公共施

設の建設事業等に対して、資金の貸付を行っているものをいいます。 

（２）公社等保有土地の再取得事業：土地開発公社等が市町村の債務保証又は損失補償を付した借入金によって取得した土地で

あって、５年以上保有しているもの等を市町村が取得する事業をいいます。 

（３）実質公債費比率：地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）及び公債費に準じた経費の比重を示す比率のこと

をいいます。 

（４）将来負担比率：地方債残高の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率のことをいいます。 

〔課題〕 

・権限移譲の成果を住民の方々が実感できるように、住民に身近な事務についての権限移譲を積極

的に推進する必要があります。 

・市町村振興資金の借入は、市町村において単年度の返済額や後年度の借入残高の増加につながり、

実質公債費比率３）や将来負担比率４）などの健全化判断比率の上昇を招くことから、借入に際して

は、当該団体の財政状況に留意する必要があります。 

【今後の取組方針】 

・権限移譲のフォローアップを行うとともに、市町村から権限移譲の希望のあった事務について、

県事業課と連携して積極的な権限移譲を進めていきます。 

・市町村振興資金については、市町村の財政状況を踏まえながら、市町村の振興を図り、地域の秩 

序ある発展と住民福祉の向上に寄与するため、制度の活用を進めていきます。 

・ふさのくに合併支援交付金は、対象となる合併市町への交付は 24 年度で全て終了しましたが、 

 今後も自主的な市町村の合併の取組に対しては、情報提供等の必要な支援をしていきます。 
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千葉県総合計画進行管理票（２４年度）－計画の推進に当たって－ 

１ 計画推進の基本的考え方 

③自治体間の広域的な連携 

本県は、首都圏の一角にあって人口 619 万人で全国 6位、県内総生産は全国 7位の経済力をもち、

首都圏のみならず、我が国の発展を支える大きな柱となっています。 

これらの潜在力を生かすとともに、多様化する県民ニーズや社会・経済情勢の変化を的確に把握

し、柔軟かつ効率的な県政運営を行うため、本県自らの取組を進めるだけではなく、国に対して、

各種の要望や働きかけを行っています。 

このような働きかけを行う上で、本県が単独で行うより、多くの自治体が連携して行うことが  

効果的と思われる案件について、全国知事会議や九都県市首脳会議１）などを通じて広域的な連携を 

図り、要望活動等を展開します。 

特に、千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県の首都圏 1 都 3 県における、協調・協力を更に深め       

つつ、本県としても、今後の進むべき方向を見定め、行動していきます。 

【目標：首都圏をはじめ、全国の自治体との協力関係を築き、自治体間の広域的な連携を推進し

ます。】 

 

主 務 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ １４１ 

当初予算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

決 算 額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

 
【注】 

（１）九都県市首脳会議：埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の知事並びに横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原 

  市の市長で構成される会議です。（平成 22年 3月までは「八都県市首脳会議」） 

 

【自治体間の広域的な連携に係る実施状況（２４年度）】 

〔実施状況〕 

全国知事会議や関東地方知事会議、九都県市首脳会議などを通じて、広域的な連携を図るとともに、

国等への各種の要望活動等を実施しました。 
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主な取組 １ 広域的な連携推進に向けた戦略的取組 

担 当 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ １４１ 

当初予算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

決算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

【主な取組の概要（24 年度）】 

１ 全国知事会議（5月、7 月、11 月、1月開催）では、平成 25 年度の国の施策及び予算に関して、

51 項目の提案・要望を全国知事会として取りまとめ、要望活動を行いました。 

また、「地方分権改革」など各種の提言等を取りまとめ、国等への働きかけを行うなどの活動を

行いました。 

２ 関東地方知事会議（5 月、10 月開催）では、平成 25 年度の国の施策及び予算に関して、5 月に

14 項目、10 月に 12 項目の提案・要望を関東地方知事会として取りまとめ、要望活動を行いました。 

３ 九都県市首脳会議（5月、11 月開催）では、各都県市からの提案等に基づき、29 項目の国への要

望等を実施するとともに、同会議の下部組織である環境問題対策委員会、防災・危機管理対策委員

会等において首都圏の広域行政課題に対する共同取組を進めました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕全国知事会議や関東地方知事会議、九都県市首脳会議における、国への各種の提案・要望の

取りまとめや要望活動、自治体間の共同取組を通じ、広域的な連携を推進することができまし

た。 

〔課題〕広域的な行政課題について、適時、効果的に国等への働きかけを行っていくとともに、自治

体間の共同取組における更なる連携の強化を図っていくことが求められています。 

【今後の取組方針】 

・ 今後とも多くの自治体が連携して行うことが効果的と思われる案件について、引き続き、全国  

知事会議や関東地方知事会、九都県市首脳会議などを通じて広域的な連携を図り、適時適切な要望

活動や共同取組に努めます。 
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千葉県総合計画進行管理票（24年度）－計画の推進に当たって－ 

１ 計画推進の基本的考え方 

④ 男女共同参画 

少子高齢化が急速に進展し、社会・経済情勢が大きく変化する中で、これらに対応し、活力ある社

会を維持していくためには、男女が互いにその人権を尊重しつつ共に責任も分かち合い、男性も女性

も個性と能力を十分に発揮することができる社会づくりを進めることが必要です。 

そこで、地域の特性を踏まえ、市町村や民間団体などと連携・協働しながら、様々な分野、あらゆ

る年代層に男女共同参画についての理解の浸透を図るとともに、政策・方針決定過程への女性参画を

促進します。 

また、社会的性別（ジェンダー）の定義について誤った運用や解釈がされないよう広報啓発に努め

るとともに、固定的な性別役割分担意識の変革、ワーク・ライフ・バランス１) の推進など、各種施策

を進めます。 

【目標：活力ある千葉県を維持するため、男女共同参画社会の実現を目指します。】 

主 務 課 総合企画部男女共同参画課 総合計画掲載ページ １９９ 

当初予算額 22 年度 52,070 千円 23 年度 48,800 千円 24 年度 39,904 千円 

決 算 額 22 年度 45,002 千円 23 年度 45,855 千円 24 年度 37,642 千円 

【進捗状況：計画の指標の動向】 

指標名 単位 計画策定前の状況（3か年） 
計画策定時 

評価時実績 
現状 目標 

県の審議会等におけ

る女性委員の比率 
％ 

27.4％ 

(17 年度) 

(18年 4月 1日) 

26.3％ 

(18 年度) 

(19年 4月 1日) 

25.6％ 

(19 年度) 

(20年 4月 1日)

26.1％ 

(20 年度) 

(21年 4月 1日) 

40.0％ 

(24 年度) 

(25年 4月 1日) 

25.9％ 
（速報値） 
(24 年度) 
(25年 4月 1日) 

 

27.4 26.3 25.6 26.1 27.0 27.0 27.4 25.9

40

20

30

40

50

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

県の審議会等における女性委員の比率

実績
目標

【男女共同参画に係る実施状況（24 年度）】 

「県行政の運営における男女共同参画の視点の反映」、「市町村・民間団体等との協働とネットワー

クづくり」、「男女共同参画センターの機能強化」の 3つの主な取組を行い、民間との連携強化、地域

推進員設置市町村数の増加等について成果がありました。 

しかしながら、県の審議会等における女性登用率については、目標との乖離が大きく、「女性人材

リスト」の活用や実効ある事前協議を実施していく必要があります。 

また、有識者や防災防犯、保健・医療・福祉など男女共同参画に深く関係する分野からの代表者等

で構成する男女共同参画推進懇話会において、様々な意見をいただきながら、第 3 次男女共同参画計

画（事業計画の期間：23 年度～27 年度）に位置付けられた各施策を実施するとともに、市町村や民

間団体等との連携・協働による地域の特性を踏まえた広報啓発活動を実施し、男女共同参画社会の実

現に向けて取り組みました。 

（速報値） 
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主な取組 １ 県行政の運営における男女共同参画の視点の反映 

担 当 課 総合企画部男女共同参画課 総合計画掲載ページ １９９ 

当初予算額 22 年度 2,791 千円 23 年度 2,300 千円 24 年度 1,317 千円 

決算額 22 年度 1,023 千円 23 年度 2,592 千円 24 年度 715 千円 

【主な取組の概要（24 年度）】 

１ 政策・方針決定過程への男女共同参画を促進するため、審議会等委員の任期満了に伴う改選時等

に「審議会等における女性登用促進要綱」に基づいて、委員等の選任に係る事前協議を受け、登用

状況の把握、課題の検証を行うとともに、助言や情報提供を実施しました。また、委員候補者に関

する情報提供を充実させるため、「女性人材リスト」について、庁内各課からの情報提供や講演会

講師等の人材情報を収集することにより、土木、防災など女性人材の少ない分野の掲載者を新たに

追加しました。 

２ 県行政における各分野の施策に男女共同参画の視点を反映させるため、第 3次男女共同参画計画

に基づく全事業の実施状況や重点的取組事業に対する評価を実施するとともに、それに対する男女

共同参画推進懇話会委員の意見等をいただきました。また、その結果を男女共同参画白書により公

表しました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕第 3 次男女共同参画計画に基づき各施策を実施するとともに、平成 23 年度の実施計画につ

いて適正な評価、進行管理を行い、着実な実行を図ることができました。 

「女性人材リスト」の全データについて情報更新を行い、掲載者を追加したことにより、女

性人材に関する情報を充実させることができました。 

〔課題〕審議会等委員の女性登用については法令等に基づく職務指定があることや、女性人材の少な

い分野があること等から、県の審議会等における女性の登用率が目標値の 40％に達しませんで

した。 

【今後の取組方針】 

・平成 24 年度の女性登用率は 25.9％（速報値）であり目標に至っていないため、今後も、「女性人材

リスト」の充実を図るとともに、委員選任に係る事前協議において、幅広い人材の発掘や関係機関

との更なる連携等を要請する等、女性登用率の向上に向けた取組を行います。 

・第 3次男女共同参画計画の着実な実行を通して、県の施策・事業に男女共同参画の視点を取り入れ

ていきます。 
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主な取組 ２ 市町村・民間団体等との協働とネットワークづくり 

担 当 課 総合企画部男女共同参画課 総合計画掲載ページ １９９ 

当初予算額 22 年度 5,000 千円 23 年度 4,700 千円 24 年度 3,783 千円 

決算額 22 年度 5,000 千円 23 年度 2,734 千円 24 年度 2,161 千円 

【主な取組の概要（24 年度）】 

１ 社会のあらゆる分野における男女共同参画の自主的な取組を促進するため、男女共同参画推進連

携会議において、産業・地域・教育分野の県内 71 団体との連携・協働による情報交換会や研修会

等を傘下加盟団体も含め延べ 189 団体、354 名の参加のもと、8 回開催し、男女共同参画に関する

啓発や働きかけを行いました。また、加入団体相互の情報共有化を図るためメーリングリストを設

置し、一層の連携強化を図りました。 

２ 地域における男女共同参画を推進するため、千葉県男女共同参画地域推進員２)の未設置市町村へ

働きかけを行った結果、設置市町村が、前年度の 40 市町村から平成 24 年度末には 41 市町村とな

りました。地域推進員を中心に、市町村をはじめ地域における各種関係団体等と緊密な連携をとり

ながら、県内 7地域に分かれて、地域特性を踏まえた研修・講演会等の広報・啓発活動を実施した

ところ、19 事業に前年度を上回る 1,864 名が参加しました。 

３ 関係団体の活性化と団体間の連携を深めるため、団体から選出された 8 名の企画運営委員の企画

による講演、グループワーク等を内容とした、男女共同参画づくりネットワーク会議を開催し、63

名が参加しました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕地域推進員の未設置市町村に対し、設置を働きかけたことにより、設置市町村が 23 年度末

に比べ、１市町村増加しました。 

男女共同参画推進連携会議や男女共同参画づくりネットワーク会議等を通じて、市町村・民

間団等との協働とネットワークづくりが促進されました。 

〔課題〕地域推進員の設置市町村をさらに増加させるために、引き続き未設置市町村への働きかけを

行う必要があります。 

女性登用やワーク・ライフ・バランスの普及促進等を図るため、連携会議等を通じた産業界

への働きかけに力を入れていく必要があります。 

【今後の取組方針】 

・地域推進員の設置や産業界の取組等を促進するため、引き続き男女共同参画推進連携会議や地域推

進員等を通じて、市町村や民間団体等と協働し、地域における男女共同参画社会づくりを進めてい

きます。 
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主な取組 ３ ちば県民共生センターの機能強化 

担 当 課 総合企画部男女共同参画課 総合計画掲載ページ １９９ 

当初予算額 22 年度 44,279 千円 23 年度 41,800 千円 24 年度 34,804 千円 

決算額 22 年度 41,016 千円 23 年度 40,529 千円 24 年度 34,766 千円 

【主な取組の概要（24 年度）】 

１ 男女共同参画施策の推進拠点である「千葉県男女共同参画センター」が女性にも男性にも身近で

利用しやすい拠点となるよう、以下の事業を実施しました。 

（１）女性と男性のための総合相談事業として、ＤＶ、子育て、労働問題など多様で複雑な問題に関

する相談や専門的な相談に対応するため、専門の相談員を配置し、電話相談を中心とする一般相

談及び専門相談（弁護士による法律相談、精神科医によるこころの相談、カウンセリング）を実

施しました。女性のための一般相談は 5,662 件、専門相談は 736 件、男性のための一般相談は 303

件、専門相談は 111 件と多くの相談がありました。 

（２）男女共同参画に関する広報啓発事業として、情報誌「e パートナーちば」を、外部委員を含む

編集委員会による企画検討を経て、年 2 回、合計 3 万部発行しました。「千葉県男女共同参画セ

ンターフェスティバル 2012」においては、関係団体が企画運営するワークショップを 7つのテー

マに分けて実施し 211 名が参加、また講演会には、225 名が参加しました。 

（３）男女共同参画に関する各種講座として、意識啓発のためのセミナーや自己啓発の講座など計 11

回の講座を開催し、男性 84 名、女性 292 名の計 376 名が参加しました。 

２ 市町村との役割分担を踏まえた以下の事業を実施し、機能強化を図りました。 

（１） 人材養成を目的とした「女性リーダー養成講座」の内容を充実しました。 

（２） センターと、産業・教育など様々な分野の団体との連携による講演会を開催しました。 

（３） 新たな事業として、ＤＶ被害者のための自立支援講座を実施しました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕女性と男性のための総合相談の周知が図られたことなどから、相談件数が増加しています。 

講座内容の高度化や、民間団体等との連携強化、さらには配偶者暴力相談支援センター機能 

の強化を図ることができました。 

〔課題〕センター事業の充実強化に向け、社会・経済の変化に応じた事業展開や、男女共同参画の推

進に向けた関係分野との連携強化を図っていく必要があります。 
【今後の取組方針】 

・相談ニーズの的確な把握、効果的な広報の検討を行うとともに、センター事業の充実強化に向け、 

社会・経済の変化に応じた事業展開や、男女共同参画の推進に向けた関係分野との連携強化を図り

ます。 
 

【注】 

（１）ワーク・ライフ・バランス：やりがいのある仕事と充実した私生活のバランスをとりながら、個人が持っている能力を最

大限に発揮することです。人事戦略の一環として、この考え方を取り入れる企業が増えています。 

（２）千葉県男女共同参画地域推進員：男女共同参画社会づくりを推進するため、市町村からの推薦により、地域において県・

市町村や地域住民と連携して、広報・啓発活動を行います。 
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千葉県総合計画進行管理票（２４年度）－計画の推進に当たって－ 

１ 計画推進の基本的考え方 

⑤ＩＴの利活用 

近年のＩＴ分野の技術革新は目覚ましく、様々な分野においてＩＴは必要不可欠なものとなってい

ます。しかし、行政サービスなどについては多くの県民がその効果を実感するには至っておらず、コ

ンピュータ・ウィルス、情報漏えい、有害情報など情報社会の影の側面も、ＩＴの利活用を妨げる一

因になっているという指摘もあります。 

また、ＩＴ化の進展により情報システムのニーズは増大しましたが、導入に伴う機器の重複や維持

管理費の増大などの傾向も見られます。 

そこで、関係機関など連携しながら利用者の視点に立ったＩＴの利活用を推進していくとともに、

ＩＴを安心して利用できるよう情報セキュリティ対策等に取り組みます。 

さらに、市町村と連携し、効率的な電子自治体を構築していきます。 

【目標：総合計画の推進や地域の課題解決に向けてＩＴの利活用を推進します。】 

主 務 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ ２００ 

当初予算額 22 年度 5,000 千円 23 年度 96,462 千円 24 年度 94,563 千円 

決 算 額 22 年度 3,190 千円 23 年度 95,408 千円 24 年度 89,592 千円 

【進捗状況：計画の指標の動向】 

指標名 単位 計画策定前の状況（3か年） 
計画策定時 

評価時実績 
現状 目標 

ブロードバンドの

世帯普及率 
％ 

53.0 

（18 年） 

58.2 

（19 年） 

61.5 

（20 年） 

63.6 

（21 年） 

73.0 

（24 年） 

77.8 

（23 年） 

 

【ＩＴの利活用に係る実施状況（２４年度）】 

〔実施状況〕 

３つの主な取組を通じて、利用者視点からのＩＴ利活用上の課題抽出、情報セキュリティへの対策

などについての体制強化、県民サービスの向上のための効率的な情報システムの導入などが図られま

した。 

目標指標の動向も順調に推移しており、電子自治体の推進や地域のＩＴ化が順調に進んでいること

がうかがえます。ＩＴの利活用により地域課題を解決していくには、利用者のＩＴリテラシーを向上

していく必要がありますが、総合計画の推進や地域の課題解決に向けたＩＴ利活用推進の取組は着実

に進んでいると思われます。 

53.0 58.2 61.5 63.6 68.7 71.4 77.8

73．0

0.0

50.0

100.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

ブロードバンドの世帯普及率

実績

目標
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主な取組 １ 利用者の視点に立ったＩＴ利活用の推進 

担 当 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ ２００ 

当初予算額 22 年度 －千円 23 年度 －千円 24 年度 32 千円 

決算額 22 年度 －千円 23 年度 32 千円 24 年度 26 千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 県民のＩＴリテラシーの向上を図るため、県内市町村及び県内市町村教育委員会にアンケート及

びヒアリングを行った。 

２ 地域の課題解決に向けてのＩＴの利活用のため、県内の産学官民で連携組織する「千葉県地域Ｉ

Ｔ化推進協議会」において、セミナーを２回実施し、市町村などが抱える地域の政策課題と大学・

企業が保有するＩＴ技術のマッチングに取り組みました。 

 また、市町村、大学、企業、ＮＰＯが協同で、共同研究や実証実験等を実施する場所として、①

医療健康福祉ＩＴ利活用研究部会 ②食の価値情報部会 ③自治体クラウド活用研究部会の３つ

の部会を設置し、課題共有と解決に向けた検討を行いました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕千葉県地域ＩＴ化推進協議会におけるＩＴ利活用フォーラムの開催により、地域の課題と産

学の技術を結びつけ、産学官民が連携した自発的かつ積極的な取組の機運を醸成しました。 

食の価値情報部会では、「農業情報の有効活用に関する勉強会」の開催や農業の IT 化につい

て、農業情報の活用方法を意見交換、また、食品加工業の事業特性を検討し、IT 経営をどのよ

うにおこなうべきかワークショッツープを実施し、農業におけるＩＴ利活用のための産学官の

ネットワークを形成することができました。 

自治体クラウド研究部会では、IT 企業による自治体向けシステム紹介やデーターセンター見

学会の実施、情報システムの再構築に対する指標はどうあるべきかをグループディスカッショ

ンし、指標の作り方を研究し、クラウドへの知識を高めると共に、官民の連携、課題共有と解

決に向けたネットワーク構築を図りました。 

〔課題〕地域課題解決のためＩＴ利活用を推進していくには、利用者のＩＴを活用するための知識が

要求されます。今後、一層の、ＩＴ利活用能力の向上に取り組んでいく必要があります。 

【今後の取組方針】 

・ ＩＴ利活用の推進が地域課題の解決の一助となるよう、これまでの活動で築いたネットワークを

活かし、ＩＴ利活用のための情報共有・ネットワークの連携強化、県民のＩＴ利活用能力の向上に

努めます。 
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主な取組 ２ 情報セキュリティ対策等の推進 

担 当 課 総務部情報システム課 総合計画掲載ページ ２０１ 

当初予算額 22 年度 5,000 千円 23 年度 －千円 24 年度 －千円 

決算額 22 年度 3,190 千円 23 年度 －千円 24 年度 －千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 県庁では、大量の個人情報などの機密情報を保有しています。電子情報の記録媒体は大量の情報

を記録することができますが、ひとたび流出すると回収することはほぼ不可能です。 

県では、情報セキュリティ事故を防ぐため、セキュリティポリシーを策定し、職員が守るべき事

項や対策を規定しています。平成 24 年度もセキュリティポリシーの職員への浸透を図るため、新

たに管理職となった職員、新採職員並びに各所属を対象とした情報セキュリティ研修を行いまし

た。 

２ セキュリティポリシーは、技術革新やシステム環境などを踏まえ、定期的に点検見直しを行う必

要があります。 

県では、国のガイドラインの見直しや内部監査の状況を踏まえ、平成 23 年から、情報システム

課にワーキンググループを設置し、セキュリティポリシーの見直しに着手しました。 

３ 職員のセキュリティポリシー遵守状況については、パソコン、ファイルサーバ並びに各種情報資

産の取り扱い状況を確認する内部監査を行っておりますが、全所属のセキュリティ監査の実施を目

指し、平成 24 年度は 102 所属（主に知事部局の本庁）を相互監査方式等により、また、チェック

リストによる書面監査を 308 所属のセキュリティ監査を実施しました。 

このほか情報システム 2システムのセキュリティ監査を実施しました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕セキュリティ研修の充実により、情報漏えい事故の実態やセキュリティ対策の課題などにつ

いて広く情報共有を図りました。また、所属間の相互監査を行うことにより、監査を行う側に

おいても広くセキュリティ意識を高めることになりました。 

〔課題〕これまでのセキュリティ対策にもかかわらず、ＵＳＢメモリの紛失などの情報漏えい事故は

後を絶ちません。県民の皆様に安心して情報システムを利用してもらうためには、徹底した情

報セキュリティ教育の推進と、実効性のあるセキュリティポリシーの整備が不可欠です。ポリ

シーの改正には、情報資産管理の十分な実態把握や、幅広い部局との調整が必要となります。 

【今後の取組方針】 

・ セキュリティ研修の継続と、全所属に対し、毎年セキュリティ監査を実施することを目指した所

属間相互監査方式を含む実地監査を拡大するとともに、チェックリストによる監査による本格実施

を進めていきます。 

・ また、セキュリティポリシーの今後の見直しについては、番号制度の実施に併せ、利用しやすい

わかりやすいセキュリティポリシーの見直しに努めます。 
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主な取組 ３ 利便性が高く効率的な電子自治体の推進 

担 当 課 総務部情報システム課 総合計画掲載ページ ２０１ 

当初予算額 23 年度 －千円 24 年度 96,462 千円 24 年度 94,531 千円 

決算額 23 年度 －千円 24 年度 95,397 千円 24 年度 89,566 千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 県では、これまで、各業務課で独自に情報システムを導入してきたことから、類似業務における

システムの重複、データの重複による多重管理などの問題が生じています。このため平成 21 年 3

月に平成 25 年度を目標とした「情報システム最適化計画」を策定し、県庁の情報システム全体の

合理化や、経費の節減を目指すこととしています。 

特に、サーバ等の機器類は、システムごと個別に調達していましたが、機能や機器の重複を避け、

無駄のないシステム構成を実現するため、平成 22 年 3 月に「統合サーバ」の運用を開始し、業務

システムの集約・統合を図っています。平成 24 年度は、この「統合サーバ」に、さらに、食品環

境衛生管理システムなど 2つの情報システムを集約し、運用費用の節減等に努めました。 

２ また、平成 23 年度から県及び市町村が共同利用する、電子申請システム及び電子調達システム

を導入しました。本システムは「自治体クラウド」型と呼ばれるもので、県がサーバ類を所有する

ことなく、第三者が所有するサーバ等からサービスを利用する形態をとるため、システムの開発に

あたっての当初の費用や、運用保守のための人的負担が削減されます。 

３ 電子申請システムについては、利用者の利便性のため、携帯電話の利用が可能な、特定のソフト

のインストールを要さない、簡単申請の可能なシステムを導入しました。 

４ 電子調達システムについては、入札参加資格申請の受付と審査の一元化、1 枚のＩＣカードで県

及び各市町村等への入札参加を可能とする、システムを導入しました。 

 

【主な取組の総括】 

〔成果〕平成 24 年度末までに、「統合サーバ」に 35 システムを集約しました。また、平成 23 年度か

ら、電子申請システムは県と 20 市町で、施設予約システムは県と 3 市町で、電子調達システ

ムは県と 29 市町で共同利用が可能となり、利便性が向上しました。平成 24 年度は、電子調達

システムの利用団体が、9団体、施設予約システムの利用団体が 4団体、それぞれ増えました。 

〔課題〕電子申請システムについては、参加市町村、対象手続、対象施設を増やすなど、今後さらに

利便性を高める必要があります。 

【今後の取組方針】 

・引き続き「統合サーバ」への集約を図るとともに、統合サーバに集約できないシステムについての

更新も順次進めていきます。 

・平成 23 年から利用開始した電子申請システム、電子調達システムについて安定運用に努めるとと

もに、利用促進を図ります。 
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千葉県総合計画進行管理票（２４年度）－計画の推進に当たって－ 

２ 千葉県の行財政基盤の強化 

①地方分権の推進 

地域が抱える課題は、本県においても都市部や農村部で大きく異なるなど多様化しています。 

また、少子高齢化が進展する中、多様で質の高い行政サービスの提供が求められてきており、こ

れまでのような全国一律の中央集権的な行政システムでは、地域ごとに異なるニーズへの柔軟な対

応ができないことが明らかです。 

そこで、個々の地域の問題については、そこに住む地域の人々が自ら選択・決定し、それぞれの

実情にあった解決ができるようにする地方分権の推進が求められています。 

現在、国において「地域主権改革」が進められていますが、この改革を実のある改革とするため

には、国と地方の関係を大胆に見直し、国が持つ権限や財源を地方自治体へ一体的に移していく必

要があります。 

そのため、県では、「地域主権改革」の実現に向けた取組を進めるとともに、国と地方又は地方

間の新たな役割分担や協働の理念を踏まえた意識改革などを図っていきます。 

【目標：地域の問題は、地域で選択・決定し、それぞれの実情に合った解決ができるよう、「地域主 

権改革」の実現に向けた取組などを推進します。】 

主 務 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ ２０２ 

当初予算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

決 算 額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

 
 

【地方分権の推進に係る実施状況（２４年度）】 

〔実施状況〕 

真の分権型社会の構築につなげるべく、県としての考え方を積極的に表明し、全国知事会をはじめ

とする関係団体の要望・提言活動に反映させることができました。 

地方の仕事を法令で縛る義務付け・枠付けの見直し等を行う第一次、第二次一括法の施行により、

県の条例整備や県から市町村への権限移譲が適切に行われました。 

「地域主権推進大綱」などの国の動きを注視しながら、随時、庁内関係課へ情報提供を行い、庁内連

携を図りました。 

地方分権に関する県ホームページの見直しや、生涯大学校における講義の実施など地方分権につい

て、周知を強化しました。 

 県内市町村との意見交換を通じ、地方分権改革に対する地域のニーズ等の把握に努めました。 

これらにより、地方分権を推進するための取組は、着実に進んでいると思われます。 

 

465



様式２－３ 

主な取組 １ 「地域主権改革」の実現に向けた取組 

担 当 課 総合企画部政策企画課 総合計画掲載ページ ２０２ 

当初予算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度  ―千円 

決算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度  ―千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 個性豊かで活力に満ちた真の分権型社会の構築につながるよう、全国知事会、関東地方知事会、

九都県市首脳会議と連携し、また、県単独でも、国に対し、地方税財源の充実確保や地方の仕事を

法令で縛る義務付け・枠付けの見直しなどについて要望・提言を行いました。 

  要望・提言にあたっては、庁内関係課とも十分調整し、適切な内容となるよう努めました。 

２ 第一次、第二次一括法により、義務付け・枠付けの見直しによる条例制定や県から市町村への権

限移譲が適切に行われました。また、「地域主権推進大綱」などの国の動きを注視しながら、随時、

庁内関係課に情報提供を行い、庁内連携を図りました。 

３ 国の「出先機関の原則廃止」に向けた動き、特にハローワークの先行移管や広域的実施体制の整

備について注視し、適宜庁内に情報を提供し共有化を図りました。 

４ 地方分権に関する県ホームページの見直しや、生涯大学校における講義の実施など地方分権につ

いて、周知を強化しました。 

５ 県内市町村との意見交換を通じ、地方分権改革に対する地域のニーズ等の把握に努めました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕第一次、第二次一括法の成立により、「条例制定」や「県から市町村への権限移譲（427 事務）」

が適切に行われ、都道府県や市町村の役割がより強化されました。 

条例制定や市町村への権限移譲にあたっては、庁内連携を密にし、円滑な実施を支援しまし

た。 

 

〔課題〕国の出先機関原則廃止については、政府内での調整、地方との協議などにより解決すべき課

題が多く残っています。 

また、義務付け・枠付けの見直しに際して「従うべき基準」が多用されており、地方の自由

度の拡大という点からすれば、不十分な取組もあります。 

【今後の取組方針】 

・ 国の出先機関原則廃止や地方税財源の充実強化など国の取組が未だ不十分な分野について、全国 

知事会などと連携し、国に対し積極的に要望・提言していきます。 

・義務付け・枠付けの見直しや市町村への権限移譲の更なる見直し等に向けて、庁内との連携・サポ

ート体制の一層の強化を図ります。 

・地方分権改革に係る政府の動きを注視し、県として適切な対応を果たしていきます。 

・地方分権に関する県民の理解を深めるため、情報発信の強化に努めます。 
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主な取組 ２ 新たな役割分担と協働の理念を踏まえた取組 

担 当 課 総合企画部政策企画課、総務部総務課、市町

村課 

総合計画掲載ページ 
２０３ 

当初予算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

決算額 22 年度 ―千円 23 年度 ―千円 24 年度 ―千円 

【主な取組の概要（２４年度）】 

１ 職員の政策や制度を自ら設計していくための調査・立案能力、法務面での能力及び執行能力を更

に高めるため、自発的な意思に基づく学習を支援する研修としての「政策形成コース」の再編・拡

充を図り、「課題発見力向上」、「社会調査技法」、「システム思考による問題解決方法」、「政策法務」

など 10 の課程を実施しました。 

２ 民間企業や県民・市民活動団体との協働に関連した職員の意識改革の取組（研修）として、「市

民活動団体（ＮＰＯ）との交流体験セミナー」、「心のバリアフリー」、「経営者と語るセミナー」を

実施しました。 

３ 企画立案能力等の向上を目的とし、年度を通じて国、都道府県、民間企業へ職員を派遣する研修

を引き続き行うとともに、県と市町村との間の行政運営の円滑化等を図るため、職員を年度を通じ

て市町村に派遣し、住民に最も身近な市町村行政の実務を経験させる「千葉県職員市町村研修」を

平成 23 年度から実施しています。 

４ 地域主権改革に係る第 2次一括法の平成 24年 4月 1日執行分のフォローアップを行うとともに、

平成 25 年 4 月 1 日執行分の説明会及び研修会、関係簿冊の引き継ぎ等について進行管理を行いま

した。 

また、地域振興事務所が県と市町村の連携強化を図るため行う地域の課題等の情報共有や意見交

換の場を設ける取組みを行いました。 

【主な取組の総括】 

〔成果〕・「政策形成コース」で 10 の課程を実施した結果、249 人が修了しました。また、「協働・体

験コース」で 3 課程を実施した結果、51 人が修了しました。 

〔課題〕・各職員が、政策形成能力などを向上できるよう、より効果的な研修内容とする必要があり

ます。 

【今後の取組方針】 

・ 引き続き、政策形成コースについて、これまでにも増して総合的な視野に立って政策を立案し、

多様な行政需要に対応できる職員を育成するため、課程の再編を行います。 

・権限移譲のフォローアップを行うとともに、市町村から権限移譲の希望のあった事務について、県

事業課と連携して積極的な権限移譲を進めていきます。また、地域振興事務所が行う地域の課題等

の情報共有や意見交換の場を設ける取組みについて、引き続き進めてまいります。 
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