
計画の推進に当たって（総合計画第４章） 

 
 
 

                         

県の審議会等における女性委員の比率
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①チームスピリットの発揮 

目標：県と多様な主体との協働を推

進します。 
予算額 決算見込額 
152,819 千円 214,710 千円 

実施状況（例） 

(1) 県が抱える福祉やまちづくりなどの
課題の解決に向けて、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、
県・市町村と市民活動団体との協働事
業件数が３７０件に増加しました。 

(2)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
の提出を促しました。また、県内に複
数店舗を擁する企業に県との間に「地
域貢献に関する包括協定」の締結を進
めました。 

 
課題 
(1) 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、地域の課題

の解決力を更に高めるためには、地域

における連携・協働を促進する支援等

が引き続き必要です。 
(2) 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、地域

貢献を継続して行っていただくため

の取組みを強化する必要があります。 
 
今後の取組 
(1) 市町村と市民活動団体との連携を促

進するための講座や意見交換会等を行

います。 
(2) 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。 
 

【総括】 

総合計画第４章に掲げた３

つの社会目標のうち、「県・市

町村と市民活動団体との協働 

事業の件数」及び「ブロードバンドの世帯普及率」は順調に推移していま

すが、「県の審議会等における女性委員の比率」は横ばい傾向にあり、２４

年度目標の実現に向けて、一層の取組が必要です。 

また、市町村の自主性・自立性の向上と連携強化、自治体間の広域的な

連携、地方分権の推進については、それぞれの課題を踏まえ関係団体との

連携を密にして取組を推進していきます。 

予算額 2,368,081 千円 

決算額 2,341,357 千円 

 

②市町村の自主性・自立性の向上と

連携強化 

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。 
予算額 決算見込額 
2,070,000 千円 1,985,384 千円 

実施状況（例） 

(1)市町村の自立の支援として、第２次地

方分権一括法等による市町村への権限

移譲が円滑に行われるように説明会等

の引継作業を実施し、また、条例に基

づく権限移譲に伴う交付金制度を拡充

し、移譲初年度については、初年度交

付金を加算することとしました。 
 
課題 
(1)権限移譲については、新たな事務を生

じるため、市町村の限られた人員と予

算の中で、市町村が効果的・効率的に

事務を執行できるよう体制を整えるこ

とが課題であり、県として適切に支援

を行う必要があります。また、権限移

譲の成果を住民の方々が実感できるよ

う、必要な情報をＨＰなどで発信して

いく必要があります。 
 
今後の取組 
(1)平成25年4月 1日施行分の地域主権改

革による権限移譲を円滑に行うため、市町

村向け説明会を実施するなど、必要な支援

をしていくとともに、その成果を住民の

方々が実感できるよう、必要な情報発信を

行っていきます。 

③自治体間の広域的な連携 

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。 
予算額 決算見込額 

―千円 ―千円 
実施状況（例） 

(1) 平成２４年度の国の施策及び予算に

関して、全国知事会議で４４項目、関

東地方知事会議では１７項目の提

案・要望を全国知事会・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。また、関東地方知事会の中に

各都県の企画担当部局長で構成する

「国の出先機関の廃止に向けた広域

連携のための協議会」において広域的

実施体制の検討を行い、１０月に検討

結果のとりまとめを行いました。 
(2) 九都県市首脳会議では、各都県市か

らの提案等に基づき、東日本大震災に

係る要望を含め２６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

に対する協働取組みを進めました。 
 
課題 
(1)(2) 広域的な行政課題について、適時、

適切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 
(1)(2) 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。 

④男女共同参画 

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。 
予算額 決算見込額 
48,800 千円 45,855 千円 

実施状況（例） 

 (1) 県行政の政策・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

うけ、登用の状況を把握すると共に課

題等を検証しました。 
(2) 地域において県や市町村とのパイプ

役となって男女共同参画を推進する

男女共同参画地域推進員の未設置市

町村へ働きかけを行った結果、設置市

町村が、前年度の３６市町村から４０

市町村へと増加しました。 
 
課題 
(1) 県の審議会等における女性の登用率

が目標値の４０％に達しておらず、目

標値に近づけるため、より一層取組み

を行う必要があります。 
(2) 引き続き男女共同参画地域推進員未

設置市町村へ働きかけを行う必要が

あります。 
 
今後の取組 
(1) 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、

幅広い人選や関係機関との更なる連携

を要請する等、女性登用率改善に向け

た取組みを行います。 
(2) 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、市町村、民

間団体等とのネットワークづくりを図

ります。 

⑤ＩＴの利活用 

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。 
予算額 決算見込額 
96,462 千円 95,408 千円 

実施状況（例） 

(1)県内の産学官民で連携組織する「千

葉県地域 IT 化推進協議会」においてセ

ミナーや交流会を実施し、市町村など

が抱える IT 活用を必要とする地域の

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組みました。 
(2) 県及び市町村が共同利用する「自治

体クラウド」型の電子申請システム及

び電子調達システムを導入し、システ

ム開発の初期費用や運用保守の人的

負担を軽減しました。 
 
課題 
(1) 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るため、今

後、一層の IT 利活用能力の向上に取

組んでいく必要があります。 
(2) 電子申請システムについては、参加

市町村、対象手続き、対象施設を増や

すなど、今後更に利便性を高める必要

があります。 
 
今後の取組 
(1) IT 利活用の推進が地域課題の解決の

一助となるよう、活動で築いたネット

ワークを活かし、IT 利活用にかかるセ

ミナー等の実施により、利用者の IT を

活用するための知識を高めるととも

に、IT 利活用のための情報共有・ネッ

トワークの連携強化に努めます。 
(2) 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。 

①地方分権の推進 

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。 
予算額 決算見込額 

―千円 ―千円 
実施状況（例） 

(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、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、国に対して要

望・提言を行いました。 
(2) 地域主権改革に係る第一次、第二次一括法

の成立を踏まえ、庁内向け各種説明会を行

い庁内連携体制の構築を図り、条例制定や

市町村への権限移譲に係る業務を支援しま

した。 
 
課題 
(1)(2) 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、地域主権

改革の目的である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 
(1) 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。政府が今夏に「地域主権推進大綱（仮

称）」を策定予定ですが、この動きを注視し

適切な対応を果たしていきます。 
(2) 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。 

１ 計画推進の基本的考え方 ２ 千葉県の行財政基盤の強化 

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 

（Ｈ２４）を目指して取り組みます。 ※ グラフの H24 は目標値 

県・市町村と市民活動団体との
協働事業の件数
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