
基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」 

政策分野１「安全で安心して暮らせる社会づくり」（県民の不安を解消し、日々安心して生活が送れるよう、災害に強く、事件や事故に遭わない、安全に暮らせる社会づくりを進めます。） 
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①犯罪の起こりにくいまちづくりの推進 

目標：犯罪の起こりにくい安全で安心な地域

社会をつくります。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
1,380,203 千円 目標を達成 ９ 
決算見込額 目標を概ね達成 ― 

1,269,778 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 

(1) 地域の犯罪抑止に大きな役割を担っている自

主防犯団体の活動を支援するため、防犯パトロ

ール用資機材等整備の助成や、防犯資機材の貸

与を行いました。 
(2) 平成 23 年のひったくり発生件数は、「ひったく

り！防止 ちばカエル作戦」をはじめ、県・警

察本部・地域住民が一体となり様々な取組みを

行った結果、全国ワースト 6位の 1,067 件とな

りました。（22 年ワースト１位 2,188 件） 
課題 

(1) 自主防犯団体数が 2年連続減少、人員が前年比

で減少に転じたことから次世代を担う防犯ボ

ランティアの育成が求められています。 
(2) 平成 23 年の振り込め詐欺犯罪発生件数が前年

比で 2倍以上に増加し深刻な状況にあります。 
今後の取組 

(1) 県内の大学等全般における幅広い活動を通じ

て、若者の防犯意識の高揚を図り次世代を担う

防犯ボランティアの育成に取り組むとともに、

地域の防犯力アップのため、防犯パトロール用

資機材等整備の助成等を推進します。 
(2) 犯罪の起こりにくいまちづくりなどの実現を図

るため、各団体・市町村・警察等と連携・協働

し、安全で安心なまちづくりを進めてまいりま

す。特に、振り込め詐欺の撲滅対策及びひった

くりの防止対策に取り組みます。 

②災害に強い県づくりの推進 

目標：地震や風水害など災害に強い体制づくり

と防災基盤の整備を進めます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
30,355,518 千円 目標を達成 ４ 
決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

39,497,519 千円 目標に届いていない ２ 
施策の概要（例） 

(1) 東日本大震災での課題や教訓を踏まえた地域防

災計画修正の基本方針を決定しました。(地域防

災力の向上、津波対策の強化・推進、液状化対

策の推進、帰宅困難者等対策の推進等) 
(2) 東日本大震災の発生による被害や初動体制等の

課題に対する検討を行い、「石油コンビナート等

防災計画」の修正行いました。 
課題 

(1) 帰宅困難者等は、都県を超えて広域的に発生す

ることから、周辺都県市と連携した取り組みを

推進することが重要です。また、要援護者への

対応についても課題となっています。 
(2) 東日本大震災による高圧ガスタンク爆発火災に

おいて浮き彫りになった関係機関との連携調整

や住民避難の対応の課題等について、それらを

踏まえた防災訓練の実施について検討を行いま

す。 
今後の取組 

(1) 東日本大震災では、県内及び都内で多くの帰宅

困難者が発生し、一部では混乱が生じました。

周辺都県市と連携し、協議会や九都県市首脳会

議等において一層の連携強化を図ります。 
(2) 「石油コンビナート等防災計画」の計画修正に

基づき、新たな被害想定及び長周期地震動対策

等を踏まえ、より実効性のある防災訓練を実施

していきます。 

③危機管理体制の確立 

目標：様々な危機に迅速に対応できる体制づく

りに取り組みます。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
501,142 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 
451,419 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 職員の危機対応意識の醸成が図るとともに、危機

対応能力の向上を目的とした危機管理対応者研

修会において対象者を拡大し開催しました。 
(2) 健康危機の未然防止や健康被害の拡大防止を図

るため医療関係団体などで構成する「地域健康危

機管理推進会議」等を開催し、正しい情報の把握

と迅速かつ的確な初期対応を行いました。また、

県内流通食品等の安全性確保の為、放射性物質検

査機器を設置し、検査態勢を整備しました。 
課題 

(1) 危機管理対応者研修会においては、引き続き研修

対象者の拡大を図ります。 
(2) 健康危機は様々なものがあり、専門的知識を持つ

職員が複数以上いないと対応が出来ないため、関

係機関との協力関係を築くことが重要です。 

今後の取組 

(1) 引き続き、対象者を拡大し危機管理担当者研修

会を実施するとともに、東日本大震災を受けて、

得られた多くの経験に加え、他県の状況も参考

に常設の災害対策本部事務局室の整備等の体制

の強化を図ります。 
(2) 健康危機事案に係る健康福祉センター等の職員

に対する専門的な知識や技術の習得の為の研修

を実施し、関係機関との協力を強化します。 

④交通安全県ちばの確立 

目標：交通安全に対する意識の向上や、道路や

標識などの交通安全環境の整備、交通指

導・取締りの強化を図り、交通事故がな

い千葉県づくりを進めます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
8,258,873 千円 目標を達成 ４ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 
9,443,731 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 県、県警、関係機関・団体等が連携して春・夏・

秋・冬の交通安全運動を実施するとともに、  

運動期間中や交通事故死ゼロを目指す日などに

集中的に広報・啓発活動を実施しました。 
(2) 交通事故被害者等の救済対策として、県内３箇

所に設置している交通事故相談所において、 

専任の相談員、弁護士、臨床心理士により、  

きめ細かい相談を行いました。 
課題 

(1) 交通事故死者数は減少したものの、更に交通事

故を減少させるためには、全体の交通事故死者

数の 40.6％を占める高齢者に対する対策を強

化していく必要があります。 
(2) 交通事故に遭い、お困りの方が利用できるよう、

様々な媒体を使い交通事故相談所のＰＲを積極的

に行う必要があります。 
今後の取組 

(1) 高齢者に係る交通事故防止対策を強力に推進

するとともに、各種広報媒体を活用した広報啓

発活動を推進し、県民の交通安全意識を高揚さ

せ、交通事故の抑止に努めます。 
(2) 相談所のＰＲについて、ＨＰや広報誌等より 

多くの媒体を使い積極的に行うとともに、相談

員に対する研修を実施する等充実を図ります。 

⑤消費生活の安定と向上 

目標：県民が安全で、安心な消費生活を送るこ

とができる社会づくりを進めます。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
462,647 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 
440,409 千円 目標に届いていない １ 

施策の概要（例） 

(1) 消費生活の相談体制の充実・強化に向けた取組

の支援や相談窓口の周知を推進するとともに、

地域で消費生活の安定と向上に取り組む人材の

育成に取組みました。 
(2) ヤミ金融や悪質商法については、被害の拡大を

防止するため、国や各消費生活センターなどの

関係機関と連携を強化し、積極的な取締りを 

行いました。 
課題 

(1) 現在の消費者問題は、広域化・複雑化・悪質化

してきており、消費者被害の未然防止、早期発

見・解決を図るためには、消費者の一番身近な

市町村における相談体制の充実や、地域で活動

できる人材の育成が求められています。 
(2) 悪質・違法事業者を適切・効果的に指導・取り

締まるためには、さらに近隣都県（東京都・  

神奈川県・埼玉県・静岡県）と連携を密にして

いく必要があります。 
今後の取組 

(1) 相談員のレベルアップを図るため、適切な相談

対応の習得や、専門的で高度な知識の習得を行

う研修の実施や、地域で活動できる人材の育成

に努めます。 
(2) 悪質・違法事業者を適切・効果的に取り締まる

ため、現在連携している都県以外の近隣県とも

連携を図ります。 

【総括】 

政策分野１に掲げた６つの社

会目標は概ね順調に推移して

おり、各施策も「犯罪の起こ

りにくいまちづくりの推進」

など概ね良好な進捗状況と 

考えています。 

今後は東日本大震災の経験を活かし、災害に強い県づくりの推進や危機

管理体制の確立等取組の見直しや強化を図り、安全に暮らせる社会づくり

に向けた取組を推進します。 

当初予算額 40,958,383 千円 

決算見込額 51,102,856 千円 

進展が図られている ３ 

概ね進展が図られている ２ 

一部の進展にとどまっています ― 
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（件） 
（施策①） 

計画策定時の目標を評価時実績が上回ったため 
今後は 10 年連続減少を目指します。     
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