
平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
施策展開の柱の上位成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

資料１－２－１

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
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21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

総務部 管財課 県有財産等の維持管理
Ⅰ　県有財産の有効活用
の推進

未利用県有財産の売却に
よる自主財源の確保

20億円
(20年度：管財課)

20億円
（21年度：管財課）

６億５千万円
（21年度：管財課）

　前年度の売却額を上回ったものの、景気後退等
による不動産市況の悪化が依然続いており、21年
度は９物件が売却できませんでした。また、今後の
処分にあたっては、広大な高校用地や職員住宅
等の建物付きの物件も多く、厳しい状況が予想さ
れます。

　財産管理システムの活用などにより財産の現状
の把握に努め、財産の管理処分に関し各所属へ
の支援を強化するとともに、処分方法を工夫した
上で積極的に売却します。

総務部
市町村課
（１）

市町村に対する支援
Ⅲ　県と市町村との連携
の促進

政策交流会議への参加
市町村数

32（千葉市を除く）
（19年度）

55（千葉市を除く）
（21年度）

30（千葉市を除く）
（21年度）

　政策交流会議について、参加市町村数が目標数
を下回りましたが、これは、総選挙やブロック会議
のため、開催日が市町村の議会や予算の準備期
間と重なったためです。

　県と市町村との連携の促進のために、市町村総
合支援連絡会議に、新たに各県民センター所長・
事務所長を委員とし、県全体で市町村に関する情
報の共有を一層図っていきます。

総務部
政策法務課
（１）

政策法務の推進
Ⅲ　法務的課題の総合的
な解決

政策法務委員会の開催
回数

７回（見込み）
（２０年度）

１０回
（２１年度）
１０回

（２３年度）

５回(２１年度)

　政策法務委員会については、人事異動の時期が
遅くなった関係もあり、5回開催と目標を下回りまし
たが、担当課から議題提案の要望があるなど、庁
内での定着が図られています。

　政策法務委員会については、議題・報告など案
件に応じて開催内容を検討すると共に定例開催に
努め、実質的な議論が行える場として更なる定着
を図ります。
 また、県庁で行う市町村長会議や意見交換会だ
けでなく、新たに、各地域で意見交換会を行い、市
町村との連携強化を図ってまいります。

総務部
消防地震防
災課

防災・危機管理体制の充
実強化

Ⅱ　消防・石油コンビナー
ト施策の推進

火災による死者数
７８人
（19年）

低減に努めます。
（毎年）

８８人
（21年）

　火災による死者数は平成２０年中の８４名から平
成２１年は８８名に増加してしまいましたが、対前
年比で放火自殺者等の死者数の減少には自殺防
止施策の展開が必要です。
　また、火災による死者数の原因で一番多いもの
が、「住宅火災の逃げ遅れ」となっている現状か
ら、死者数の低減には、住宅用火災警報器の設
置が有効であり、より一層の普及を図る必要があ
ります。

　火災による死者数を低減させるため、火災予防
運動をはじめ、平成20年6月から設置義務化され
た住宅用火災警報器の一層の普及を促進するた
め、緊急雇用創出事業を活用し、住宅用火災警報
器設置普及員を市町村消防本部に配置します。

総務部
消防地震防
災課

防災・危機管理体制の充
実強化

Ⅱ　消防・石油コンビナー
ト施策の推進

石油コンビナート等防災
計画の修正を議題とした
石油コンビナート等防災
本部本部員会議の開催

 －
(19年度)

１回
（21年度）

０回
（21年度）

　防災アセスメントの結果をまとめるに当たり、当
初予定していなかった最新の地震データが国から
H22年１月に発表され、この詳細データの提供が
H22年６月以降になったため、防災アセスメントの
結果修正がH22年度以降に必要となり、石油コン
ビナート等防災計画の修正を議題とした石油コン
ビナート等防災本部本部員会議を開催しませんで
した。しかしながら、「防災アセスメント」に最新の
データを反映させることにより、石油コンビナート等
防災計画は、より良い内容に修正できます。
　なお、石油コンビナート等防災本部本部員会議
は、平成２２年度中に開催予定です。

　石油コンビナート防災対策については、特別防
災区域内に設置されている危険物タンク、化学プ
ラント等の災害危険性を推計・評価する「防災アセ
スメント」の結果を基にして、これまでの防災対策
の検証と新たな防災対策の検討を行い、石油コン
ビナート等防災計画の修正を行います。
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総合企画部
男女共同参
画課

男女共同参画社会の実
現

Ⅰ　行政における男女共
同参画の推進

社会全体で、男女の地位
が平等になっていると思う
人の割合

5.5％（女性）
17.1％（男性）
（16年度）

12％（女性）
35％（男性）
（21年度）

9.1%（女性）
19.4％（男性）
（21年度）

　社会全体における男女の地位の平等感に関し
て、平成21年10月に実施した男女共同参画社会
の実現に向けての県民意識調査によると、女性の
77.1％、男性の65.7%が男性優遇と回答していま
す。

　男女共同参画社会の実現に向けての県民意識
調査の結果と第２次計画に係る外部評価を参考と
し、男女共同参画推進懇話会における委員の意
見を取り入れ、平成22年度中に千葉県男女共同
参画計画（第３次）を策定します。また、男女共同
参画に関する各種講座等のイベントや刊行物発行
等により男女の地位の平等意識の向上について
の広報・啓発に努めます。
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健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増進
施策の推進

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

健康福祉センター主催の
健康教室参加者

１，９４４人
（平成19年度）

２，０００人
（平成21年度）

６２５人
（平成21年度）

　健康教室は、企画実施回数が減少したことによ
り参加者数は減少しています。
　性差を考慮した保健医療の視点から、県民一人
ひとりが健康の自己管理能力の向上できるよう、
県民が参加する機会を増やすよう企画・実施して
いく必要があります。

　広く県民に周知できるよう広報手段・方法を検討
します。

健康福祉部
健康づくり支
援課

県民の総合的な健康増進
施策の推進

Ⅴ　がん対策の推進 がん検診受診率

胃がん　３９．５％
肺がん　４５．３％
大腸がん３７．２％
乳がん　３６．２％
子宮がん３５．４％
（平成19年度）

胃がん　４３．７％
肺がん　４７．２％
大腸がん４２．３％
乳がん　４１．７％
子宮がん４１．２％
（平成21年度）

胃がん　４１．６％
肺がん　４５．７％
大腸がん３４．９％
乳がん　３７．２％
子宮がん３４．１％
（平成21年度）

　がん検診の受診率を平成２４年度までに、５０％
以上とする目標があり、この目標を達成するため
には、今後とも市町村や民間企業等と協力して、
がん検診の普及啓発に努めるとともに、育成した
がん検診推進員に各地域で声かけ運動を行って
もらうことが必要です。

　がん検診の受診率向上のために、引き続き、市
町村や民間企業等と連携した啓発活動を行いま
す。また、新たにがん検診推進員を育成し、各地
域で声かけ運動を行っていきます。

健康福祉部 疾病対策課
アレルギー・難病・感染症
などの疾病対策の推進

Ⅰ　アレルギー対策の推
進

アレルギー電話相談件数
の増加

５２０
（２０年度）

５２５
（２１年度）

４３９
（２１年度）

　アレルギー電話相談件数については、21年度は
減少しており、今後周知方法等について工夫が必
要と思われます。
　今年度は実態把握が充分できなかったので、今
後各分野からの基礎資料を収集するなど実態把
握に努める必要があります。

　関係機関の連携強化及び施策策定のためにア
レルギー対策協議会を早期に開催します。

健康福祉部 児童家庭課
次世代育成支援対策の
推進

Ⅰ　子どもと子育て家庭を
みんなで支えるために

子どもを生み育てやすい
と感じる家庭の割合

17%
（20年度）

50%
（21年度）

19.6%
（21年度）

　市町村が実施する健診を利用し、１歳６か月児ま
たは３歳児を養育中の保護者を対象としたアン
ケート調査の結果、「子育てに関して負担感を持つ
保護者の割合」について、「辛いと感じる」は
2.1％、「子育てについて気軽に相談できる人がい
る保護者」について、「相談相手がいない」は1.8％
と、近い数値が出ています。
　地域における子育て家庭に対する育児支援が必
要であることを示した結果となっています。

　地域のすべての子育て家庭の交流の場づくり促
進のため、市町村と協力して地域のすべての子育
て家庭に対する支援について積極的に取り組んで
いきます。

健康福祉部 保険指導課 保険事業の円滑な推進
Ⅱ　保険医療機関等の指
導と後期高齢者医療制度
の適正な運営指導

保険診療の質的向上
後期高齢者医療制度の
適正な運営

保険医療機関等の
指導、広域連合・
市町村への助言を
行っています。
（１９年度）

保険医療機関等の
指導、広域連合・
市町村への助言を
行います。
（２１年度）

後期高齢者医療広
域連合・市町村へ
の助言は行いませ
んでした。（２１年
度）

　広域連合や市町村に対する助言に関し、国から
の技術的助言の内容が平成20年度には示され
ず、平成21年末に示されたことから、広域連合や
市町村に対する実地や書面での助言は行いませ
んでした。後期高齢者医療制度を円滑に運営する
ための助言は、適宜行いました。

　平成21年末に国から示された技術的助言を踏ま
え、後期高齢者医療制度が安定的に運営されるよ
う運営主体である後期高齢者医療広域連合や市
町村に対して支援・助言を行っていきます。また、
制度が十分理解されるよう各種関係機関と協力
し、さまざまな媒体により広報、周知を行います。

健康福祉部 薬務課 薬事衛生の向上
Ⅰ　薬事関係対策事業の
推進

医薬品等製造業・製造販
売業（薬局製造業・製造
販売業は除く）、薬局及び
医薬品販売業における薬
事法違反発見率

25.4％
（19年度）

10％（21年度）
8％（27年度）

％：違反施設数/立
入施設数

19.5%
（21年度）

　医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保の
ためには、薬事法の周知を図り違反施設をなくす
ことが重要ですが、違反発見率（立入施設に対す
る違反施設の割合）は、医薬品等製造業・製造販
売業では0.4%、薬局及び医薬品販売業では20.3%
でした。

　医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保の
ために、違反業者に対しては厳正に対処するとと
もに違反施設に対する改善状況の確認及び精度
の高い監視指導に取り組みます。また、違反率の
高い薬局及び医薬品販売業については講習会等
を活用し薬事法の周知徹底を図ります。

健康福祉部 衛生指導課
生活衛生対策の推進と安
全確保

Ⅱ　環境衛生指導事業の
推進

環境衛生施設の監視率
４９．８％
(19年度)

６０．０％
(21年度)

４６．１％
（21年度）

　目標を達成できなかった要因として、昨年度は全
国で新型インフルエンザの流行により、保健所の
業務として県民からの電話相談や感染拡大の防
止対応を優先したことが考えられます。

　業種別の監視から地区ごとの監視に変更するな
ど、効率の良い監視指導を検討します。理美容所
やクリーニング所は施設数が多く、監視を補完す
るため、同業組合の総会等を活用し衛生講習会を
おこない、衛生水準の維持確保を図ります。
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環境生活部 自然保護課 生物多様性の保全
Ⅱ　優れた風致景観の保
全

自然公園利用者数
944,350人
（15年度）

1,038,000人
（21年度）

680,211人
（21年度）

　自然公園利用者数は近年減少傾向ですが、20
年度（755,194人）と比較した21年度の自然公園利
用者数の減少は、夏期の天候不良による海水浴
客の減少によるものと考えられます。
　清潔なトイレの改修や老朽化が進む自然公園施
設の改修を実施しましたが、自然公園施設の改修
を継続して行う必要があります。

　自然公園施設の老朽化の状況、緊急度、利用
ニーズを勘案し、計画的に改修や施設見直しを行
います。また、利用者の増加を図るため自然公園
の特性を生かした各種イベントの開催を指定管理
者等に促します。
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商工労働部 経営支援課
中小企業の事業活動支
援

Ⅲ　まちづくりと一体と
なった商店街活性化

商店街の空き店舗率
（支援団体を通じた調査）

9.2％
（20年度）

空き店舗率の減少
（21年度）

9.8％
（21年度）

　空き店舗については、地域の活性化、地域商業
の活性化を実現する中で、後継店舗の出店などに
より、結果として減少が図られるものであり、地域
での継続的な取り組みが不可欠です。「商業者の
地域貢献に関するガイドライン」で提案している
「協議の場」や「まちづくり協議会」における合意形
成により、まちづくりと一体となって商店街の活性
化に取り組むことが求められます。
　また、不況下において初期投資の必要な新規出
店に対する意欲が低いことや、空き店舗所有者の
活用意欲の低さが考えられます。

　空き店舗の減少のためには、商店街が地域住民
等にとって「身近な買い物の場」「地域コミュニティ
の場」として魅力があり活気溢れる存在となる必要
があることから、「一店逸品運動等の商業機能向
上」や「広域的集客向上イベント」等商店街活性化
への取組支援について、地域との連携をさらに深
め、社会的課題等への対応を優先採択することと
して実施して行きます。また、新規出店にこだわら
ず、空き店舗のコミュニティ施設等としての活用も
推進して行きます。
　併せて、商業者の地域貢献に関するガイドライン
の運用を通じて、商店街構成員である空き店舗所
有者の意識改革を進めて行きます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進
Ⅰ　戦略的企業誘致活動
の推進

県内への企業立地件数
90件
(19年)

40件
(21年)

24件
(21年)

　景気の後退による企業の設備投資の凍結・見直
しや工業団地の分譲の進展による工業用地の減
少により、県内への企業立地件数は、年度の後半
にやや持ち直したものの、24件と目標の６割にとど
まりました。

　引き続き企業訪問活動や知事によるトップセー
ルス、企業立地アンケートの実施などにより、本県
の多様な魅力を発信していきます。
　また、立地企業補助金や企業立地促進法に基づ
く支援策等を活用し、企業誘致に努めます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅲ　企業立地環境の整備 県内への企業立地件数
90件
(19年)

40件
(21年)

24件
(21年)

　景気の後退による企業の設備投資の凍結・見直
しや工業団地の分譲の進展による工業用地の減
少により、県内への企業立地件数は、年度の後半
にやや持ち直したものの、24件と目標の６割にとど
まりました。

　多様な企業ニーズに対応した工業用地の紹介を
行うため、工場跡地等遊休地情報の収集・提供を
推進します。
　平成22年3月に策定した千葉県総合計画「輝
け！ちば元気プラン」に基づき、市町村との共同に
よる新たな工業団地の整備に取り組むほか、市町
村と連携し、民間による工業団地の整備を促進す
るなど、企業立地の受け皿となる工業用地の確保
に向けた取組を進めます。

商工労働部
企業立地課
（１）

企業誘致の推進 Ⅳ　顧客サービスの充実
県内への再投資に係る企
業立地件数

45件
(19年)

20件
(21年)

6件
(21年)

　景気の低迷等により、県内の再投資に係る企業
立地件数は、６件にとどまりました。
　世界規模での企業間競争が激化する中で、事業
所の再編や統合により県内工場等が撤退し、及び
他県へ移転する事例が見られます。

　県の経済の発展のためには、県外から新規の企
業誘致を進めることはもとより、県内に既に立地し
ている企業が安定的・継続的に工場等を県内に設
置することが県経済の持続的な発展に重要である
ことから、立地済み企業の動向やニーズを早期に
把握し、県内への再投資を促進するため、引き続
き立地済み企業への訪問活動を実施するなど、市
町村との連携を密にして情報の収集に努めます。
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商工労働部 保安課 産業保安対策の推進
Ⅰ　高圧ガス保安対策の
推進

高圧ガスによる災害の発
生件数

事故件数(19年度)
高圧ガス
保安法関係7件
液化石油ガス　15
件

事故の減少を目指
します。
（21年度）

事故件数(21年)
高圧ガス
保安法16件
液化石油ガス14件

　事故の未然防止を図るため保安技術及び保安
体制の強化・充実及び施設の老朽化への対応等
保安教育の徹底を図る必要があります。

　高圧ガスの事故防止を図るため、高圧ガス関係
団体と連携し、保安講習会や地域防災協議会等
において、過去の事故事例や事故原因を紹介し法
令遵守の徹底及び自主保安の推進を図るなど、
業界及び事業所に対する一層の保安教育を実施
し、事業所及び一般県民等の安全を確保します。

商工労働部 観光課
観光立県千葉の実現
コンベンションの推進

Ⅲ　国際的観光地として
の地位の確立

千葉県を訪れた外国人旅
行者数
（推計値）

95.2万人
（19年）

160万人
（21年）

86万人
（21年）

　外国人旅行者数が目標に至らなかった理由とし
て、外国人旅行者数の推計値（※）の算出基礎と
なる国内の空海港に占める成田国際空港でのア
ンケート数の割合が低下した統計上の事由のほ
か、円高などの影響により、本県外国人来訪者の
多くを占める韓国・台湾からの旅行者が減少した
ことなどが考えられます。

　旅行会社やメディア及び教育旅行関係者に対す
る本県観光情報の提供及び国際観光展出展等を
継続的に実施し、ツアー造成に有効なネットワーク
維持に努めます。

商工労働部 雇用労働課
就業支援と安心して働き
続けられる環境づくりの推
進

Ⅵ　仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に向けた取組みの
促進

一般事業主行動計画策
定率

中小企業　7.8％
（19年度）

中小企業　25.0％
（21年度）

中小企業　7.2％
（21年度）

　中小企業における一般事業主行動計画の策定
については、20年度秋以降の不況等の影響もあっ
て、積極的に策定しようとする企業は増えなかった
と考えられます。

　平成22年度から23年度にかけて、育児介護休業
法や次世代育成法など仕事と子育ての両立支援
に関する法律の改正が相次ぐため、中小企業を個
別訪問して、就業規則の整備等を促したり、“社員
いきいき！元気な会社”宣言企業の募集やアドバ
イザー派遣制度などの県事業を紹介していく「中
小企業の両立支援重点サポート事業」を新たに実
施し、中小企業に対するきめ細かい啓発事業に努
めます。
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農林水産部 団体指導課
農林水産関係団体の適
正な運営の確保と制度融
資による金融支援

Ⅰ　農協、漁協等の適正
な運営の確保と生産活動
高度化の実現に向けた金
融支援

沿海地区漁協の当期利
益計上組合数

41組合中32組合
(19年度)

40組合中35組合
(21年度)

40組合中26組合
(21年度)

　沿海地区漁協の経営について、系統団体との連
携による指導強化により、単年度収支は概ね改善
傾向にありますが、なお多くの漁協が繰越欠損金
を抱えており、その改善が喫緊の課題となってい
ます。
　沿海地区漁協の当期利益計上組合数の減少に
ついては、カイヤドリウミグモの発生によるアサリ
漁業及び不安定な海況によるノリ養殖業の不振等
が主な原因です。

漁協については、引き続き組織事業の再編を推進
するとともに、経営改善の最大の障害である繰越
欠損金の解消に向け、県漁連が中心となって設置
した「ＪＦ経営指導千葉県委員会」の活動等を通
じ、経営不振漁協対策に積極的に取り組みます。

農林水産部
生産販売振
興課

園芸・農産作物の生産振
興と販売促進

Ⅲ　水田有効活用促進対
策の推進

主食用水稲作付面積
61,800ヘクタール

（20年）
49,350ヘクタール

 (21年)
60,433ヘクタール
 (22年3月)

　水稲作付面積が目標に達しなかった要因は、国
の追加支援策の公表時期が田植え後であり、農
家の理解が得られなかったものの、飼料用米・米
粉用米は昨年に比べ大きく拡大しました。

　平成22年度から新たに始まる「戸別所得補償モ
デル対策」においても、市町村・ＪＡ等と連携し、す
べての農家が制度を理解するよう周知し、本県水
田の特性にあった飼料用米等の新規需要米の取
り組みを引き続き支援します。

農林水産部
安全農業推
進課

食育の推進、環境保全型
農業の推進、食の安全・
安心の推進

Ⅰ　食育の推進
ちば食育ボランティアの活
動報告数

802件
(19年度)

10%以上増加
(21年度)

852件(6%増加)
(21年度)

　地域に根ざした取組を行うために食育ボランティ
アの活動は重要であり、活動報告数は増加しまし
たが、目標には達しませんでした。

　市町村食育推進計画の策定を推進するととも
に、食育サポート企業と食育ボランティアとの連携
を強化して、地域に根ざした食育を一層進めます。

農林水産部
安全農業推
進課

食育の推進、環境保全型
農業の推進、食の安全・
安心の推進

Ⅱ　環境保全型農業の推
進

ちばエコ農業を知っている
人の割合

42.5%
(19年度)

50%
(21年度)

38.1%
(21年度)

　ちばエコ農業」を知っている人が増えない要因と
しては、栽培面積が増えないために「ちばエコ農産
物」に触れる機会が少ないことが考えられます。こ
のため、より生産者が取り組みやすい制度に見直
すとともに、消費者へのＰＲ活動を強化する必要
があります。

　「ちばエコ農産物」認証制度の改正により申請の
円滑化と負担軽減をすすめ、生産者の取り組みを
促進します。また、「ちばエコ農業」生産者協議会
との連携を密にして、効率的にＰＲを実施します。

農林水産部 耕地課
「ちば」の食と農をささえる
水・土・里づくり

Ⅲ　農村地域の災害防止

湛水防除事業整備完了
地区面積の累計（進捗
率）（H18年度時点の要整
備面積：3,466.6ha）

42ha（1.2％）
（19年度）

313.7ha（9.0％）
（21年度）

129.8ha（3.7％）
（22年3月）

国・県・市町村の財政事情の悪化から事業の進捗
が遅れたため、完了地区面積が目標に達しません
でした。

　決壊等の恐れのあるため池や地すべりの兆候
の見られる区域については、早急に対応する必要
があることから、応急対策として県単事業を有効
に活用します。また、22年度より多くの事業が交付
金制度に移行し、県の裁量で地区への予算配分
が可能となったため、効果の早期発現が見込める
地区から予算の重点配分等を行います。

農林水産部 耕地課
「ちば」の食と農をささえる
水・土・里づくり

Ⅲ　農村地域の災害防止

ため池等整備事業完了地
区面積の累計（進捗率）
（H18年度時点の要整備
面積：348.7ha）

213.3ha（61.2％）
（19年度）

296.7ha（85.1％）
（21年度）

214.1ha（61.4％）
（22年3月）

国・県・市町村の財政事情の悪化から事業の進捗
が遅れたため、完了地区面積が目標に達しません
でした。

　決壊等の恐れのあるため池や地すべりの兆候
の見られる区域については、早急に対応する必要
があることから、応急対策として県単事業を有効
に活用します。また、22年度より多くの事業が交付
金制度に移行し、県の裁量で地区への予算配分
が可能となったため、効果の早期発現が見込める
地区から予算の重点配分等を行います。

7／10



平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
施策展開の柱の上位成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

資料１－２－１

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

県土整備部
建設・不動産
業課

建設工事の適正な施工の
確保及び入札･契約制度
の適正な運用と改善並び
に宅地建物取引の公正確
保

Ⅲ　宅地建物取引の公正
の確保

業者・消費者啓発、トラブ
ル相談態勢の充実

安心講習会2回/
年、団体主催の研
修会による業者啓
発などを行ってい

ます
(19年度)

新たに、トラブル抑
制のため、業界団
体会報に県執筆の
啓発記事掲載を図

ります
(21年度)

平成２１年度は業
界団体と調整しま
した。平成２２年度
から記事掲載予定

　宅地建物取引にかかるトラブルは依然として発
生していることから、消費者への啓発、宅地建物
取引業者への指導及び業界団体との連携を一層
強化する必要があります。

宅地建物取引に関し、トラブルの減少に向け業者
に対する法令遵守の指導監督及び業界団体との
連携強化をするとともに、広報媒体による啓発活
動や消費者の利益保護のための講習会等の充実
を図り、宅地建物取引の公正確保に取り組みま
す。

県土整備部 都市整備課 市街地整備事業の推進 Ⅴ　保留地の販売促進
保留地販売を積極的にア
ピールするため、情報提
供の充実を図る。

約3.8ヘクタール
（20年度）

約5.8ヘクタール
（21年度）

約3.8ヘクタール
（21年度）

　２１年度前期においては、世界的な金融不安に
よる景気の悪化が続き、保留地の販売不振にみ
まわれました。後期には、運動公園周辺地区にお
いて１画地、柏北部中央地区において１画地販売
することができましたが、目標には届きませんでし
た。
　平成２０年度に引き続き、世界的な金融不安によ
る景気の悪化に加え、不動産業への融資が厳格
化されるとともに、地価が下落し販売価格との折り
合いが付かず、事業者からの引合いがほとんどな
くなりました。

　今後の経済情勢や不動産市況の動向を注視し、
引き続き購入希望者の意向把握に努めるととも
に、ホームページの充実、販売用パンフレットの作
成などＰＲ活動を積極的に行います。

県土整備部 建築指導課
誰もが安全で安心して暮
らせる建築物の推進

Ⅳ　既存建築物の総合防
災対策等の推進

不特定の人や多数の人
が利用する建築物の維持
保全状況に係る建築基準
法に基づく定期報告率

39.6％
（19年度）

55％
（21年度）
70％

（24年度）

41.2％
（21年度）

　定期報告率は、基準年を上回ったものの、目標
には達しませんでした。報告時期前に建築物所有
者に周知を図るとともに、未報告物件については
督促等を行っているところですが、報告の必要性
について十分建築所有者に認識されていないの
が現状です。

　建築物所有者に対する制度の周知、未報告の
建築物所有者に対する督促等を徹底して行いま
す。
　また、建築物防災週間時における防災査察にお
いては、定期報告の提出されていない建築物を中
心に行い、さらなる制度周知を図ります。
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国体・全国障
害者スポー
ツ大会局

施設調整課

各競技会場、式典会場の
施設整備の促進・管理及
び国体期間中の宿泊、交
通輸送、警備等の準備業
務

Ⅳ　交通・輸送・警備業務
の推進

開・閉会式交通輸送計画
の策定

交通・輸送基本計
画策定(19年度)

開・閉会式輸送計
画及び各マニュア
ル（案）作成(21年
度)
開・閉会式輸送計
画及び各マニュア
ル策定(22年度)

開・閉会式輸送計
画及び各ﾏﾆｭｱﾙ
(案)の検討(22年3
月)

　上位成果の達成状況Ｃについては、選手・出演
者等の人数及び集合場所が平成２１年度内に確
定しなかったため、年度内に交通輸送計画が策定
できなかったものによります。

　交通・輸送業務については、開・閉会式輸送計
画を策定し、輸送マニュアルを作成していきます。
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企業庁
地域整備部
ニュータウン
整備課（１）

新住宅市街地開発法に基
づく千葉ニュータウン事業
の事業期間内完了

Ⅱ　宅地等の処分促進
宅地等全体処分計画に対
する割合

67.4％
（20年度末）

69.1％
（21年度末）
100％

（25年度末）

67.8％
（21年度末）

　世界的な金融危機を受けた日本経済の急激な
悪化により、企業の設備投資や土地需要等が冷
え込み、土地の処分が引き続き厳しい状況の中
で、予定を下回ったところですが、平成25 年度の
事業完了に向けて、土地処分を一層推進する必
要があります。

　都市再生機構とより一層連携を図り、宅地需要
の動向把握に努めるとともに、具体的な戦略とし
て
①平成22 年度の成田新高速鉄道の開業を契機と
捉え、沿線の知名度を高めるため、「東京⇔成田
ＳＫＹＧＡＴＥシティ」のロゴを用いたＰＲを積極的に
展開するとともに立地優位性や魅力をアピールす
るイベントの開催
②「子育てにやさしい・子供に安全な街づくり」や
「低炭素街づくり」という新たなコンセプトに基づく
住宅地としての魅力創出
などに重点置いた多面的な広報活動や企業誘致
活動に積極的に取り組み、施設用地及び住宅用
地の処分促進を図ってまいります。

企業庁
地域整備部
ニュータウン
整備課（２）

つくばエクスプレス沿線整
備事業等

Ⅰ　地域の魅力を体感で
きる特色あるまちづくり

駅前にふさわしい施設・機
能の決定街区数
（運動公園周辺地区）

０　(20年度)

立地する施設・機
能を具体化する
(21年度)

２街区(22年度)

０件（21年度）

　運動公園周辺地区の駅前商業地では、関係者と
の合意形成には努めましたが、企業の進出意向
の把握が難しく、施設、機能の決定には至っており
ません。また、平成２２年度仮換地の見込みとなっ
たため、企業の引き合いが増えているので、企業
の進出意向の正確な把握に努めなければなりま
せん。

　運動公園周辺地区の駅前商業地については、進
出希望企業の意向等を参考に、関係者との合意
形成を図り、施設、機能を具体化させます。

企業庁
地域整備部
土地分譲課

工業用地、業務用地等の
分譲促進

Ⅰ　工業用地・業務用地
等の分譲促進

分譲収入
8,302,097千円
(19年度)

13,145,985千円
(21年度)

5,222,057千円
（21年度）

　収入確保のため、従来の分譲方法にとらわれな
い新たな分譲促進策についての検討を進める必
要があります。

　22年度以降の収入を確保するため、22年1月8
日、庁内横断的に｢企業庁土地分譲促進本部｣を
設置し、本部の下に実働組織として下記の5つの
部会を設け、地区ごとの問題と併せ、制度的な問
題等についても具体的な方策を検討しています。
　①「浦安二期地区分譲促進部会」
　②「京葉港地区分譲促進部会」
　③「千葉港中央地区分譲促進部会」
　④「予定価格決定システム検討部会」
　⑤「事業用借地売却検討部会｣

企業庁
地域整備部
建設課

臨海部及び内陸部におけ
る地域整備事業の推進

Ⅰ　臨海地域土地造成整
備事業の推進

臨海地区事業進捗率（対
事業費）

92.5％
(19年度)

97.5％(21年度)
100％(22年度)

93.1%
(21年度)

　道路、橋梁、緑地などの公共施設を整備しました
が、目標に達しませんでした。
　公共施設の整備にあたり、引き続き最終管理者
と協議するとともに、地元と調整を図る必要があり
ます。

　臨海地区事業については、各事業スケジュール
に基づき、公共施設等の整備を進めます。

企業庁
地域整備部
建設課

臨海部及び内陸部におけ
る地域整備事業の推進

Ⅱ　内陸地域の造成整備
事業等の推進

成田国際物流複合基地
整備事業について、二期
工事区域の早期整備の
推進事業の進捗率(対事
業費)

二期工事区域を優
先的に整備しまし
た。77.9％
（19年度）

86.0％（21年度）
100％　（23年度）

81.6%
(21年度)

　区域内に存在する未買収地の取得が難航してい
ます。未買収地の取得を図り、事業促進に努める
必要があります。

　成田国際物流複合基地（南側）の早期完成を目
指し、造成工事などを進めるとともに、未買収地の
取得に努めます。

企業庁
工業用水部
施設課

工業用水の安定的な給水
の確保及び経営健全化
のためのコスト縮減

Ⅰ　施設の適正な維持管
理

設備更新計画（20年度～
29年度）の進捗率

設備更新工事の
実施
8.2%

（20年度）

設備更新工事の
実施
25%

（21年度）
100%

（29年度）

17%
(21年度）

　指標は事業費の進捗率で示しているため達成度
はＣとしていますが、これは入札の結果、事業費
が縮減となったため、当初の予算よりも少ない事
業費で実施できたことを表しています。

　平成19年度に策定した設備更新計画に基づき、
施設を適正に維持管理するために必要な設備更
新工事等を計画的に実施します。
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