
平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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
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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

維持管理コスト縮減部会
の開催

１回
　　（20年度）

２回
　　（21年度）

０回
（21年度）

　県有施設の長寿命化指針案の策定に向けて、
ワーキンググループでの検討を進めているところ
ですが、検討内容が多岐にわたることから、指針
案のまとめに時間を要しているため、維持管理コ
スト縮減部会の開催に至りませんでした。

　県有施設の建替の集中を回避するため、計画
的・合理的な施設の保全を目的とする県有施設の
長寿命化指針の策定に向けた取組を行います。実
務者で構成するワーキンググループでの段階的な
検討を経て、維持管理コスト縮減部会の開催によ
り県有施設の長寿命化指針案の策定を目指しま
す。

総務部 税務課 県税収入の確保 Ⅱ　滞納額の縮減 個人県民税の収入歩合
93.0パーセント
（19年度）

前年度を上回る率
（21年度）

91.4パーセント
（21年度）

　個人県民税については、所得税（国）から住民税
（地方）へという税源移譲の実施により、19年度以
降、課税額が増加しましたが、併せて滞納額も増
加（21年度244億円、20年度211億円）することとな
り、収入歩合も低下（21年度91.4％、20年度
92.4％）した状況です。

　個人県民税については、滞納額が33億円増加
（21年度244億円、20年度211億円）し、収入歩合で
1.1％低下（21年度91.4％、20年度92.4％）した状況
ですが、賦課徴収権が市町村にあることから、県と
市町村が協働して直接滞納整理を実施することが
可能な「千葉県滞納整理推進機構」（19年度設置）
を、組織と内容を見直して22年度以降も継続設置
し、滞納額縮減に努めていきます。

総務部 税務課 県税収入の確保
Ⅲ　円滑な税務行政の運
営と課税自主権活用につ
いての検討

「みどりの保全など地域
環境のための税制」導入
の検討

税制のあり方につ
いて検討を行って
います。
（20年度）

税制のあり方につ
いて検討を行いま
す。
（21年度）

税収使途や税率等
について、庁内で
検討を続けていま
す。
（21年度）

　課税自主権の活用により、新たな税負担を県民
に求めるに当たっては、経済情勢・社会情勢を十
分に踏まえ、その税収入の使途や税負担の必要
性について、県民の十分な理解を得ることが必要
です。

　「みどりの保全など地域環境のための税制」につ
いては、県民の税負担に関わる問題であることか
ら、経済情勢や県民世論の動向などを十分に踏ま
え、慎重に検討を行います。

総務部
市町村課
（１）

市町村に対する支援 Ⅱ　合併市町への支援
新市スタートアップ支援件
数

3件
（20年度）

5件
（21年度）

1件
（21年度）

　新市スタートアップ支援については、印西市への
人的支援等も見込んでいましたが、合併時期が年
度末になったため、支援件数が目標を下回りまし
た。

　合併市町における一体的なまちづくりの取組み
について、引き続き支援していく必要があることか
ら、今後も合併市町と密接に連携し、合併市町に
おける重要な課題について、合同で研究するな
ど、県と市町による協働の取組みを進めます。

総務部
市町村課
（２）

市町村合併の推進 Ⅰ　市町村合併の推進
合併アドバイザー派遣件
数

12
（19年度）

30
（21年度）

2
（21年度末）

　合併アドバイザー派遣件数は目標を大きく下
回ったが、これは平成21年度には、多くの合併研
究会は休止しており、印西市・印旛村・本埜村のほ
かには、具体的な動きがなく、派遣要請が少なく
なったためであると思われます。
　なお、平成２２年３月末の新合併特例法の改正
により、国、都道府県による積極的な関与等の合
併推進のための措置が廃止されたところであり、
今後は新たな市町村合併に対しては、合併アドバ
イザー派遣事業を含む「新・新しいまちづくり支援
プラン」の適用はありません。

　新合併特例法の改正により、国・県の市町村合
併への積極的な関与についての条項は削除され
ましたが、今後も自主的な市町村合併の動きがあ
れば支援して参ります。

総務部
政策法務課
（１）

政策法務の推進
Ⅱ　職員の基礎的法務能
力の向上

立法研修受講者を年間１
０人養成する

１１人（見込み）
（１９年度）

１０人
（２１年度）

５人(２１年度)

　立法研修については、超入門、解釈・運用受講
者へのＰＲを行ったところですが、名称から難易度
が高い印象を受けた職員が多かったためか申込
みが少なく、目標人数を下回りました。

　研修の内容についてより一層の充実を図るた
め、テキスト・演習内容の検討・充実を図るととも
に、解釈運用・立法研修には親しみやすいキャッ
チフレーズなどをつけ、研修への参加を促す予定
です。

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

政策法務委員会における
報告案件数

１０件（見込み）
（２０年度）

１０件
（２１年度）

５件(２１年度)

　20年度に政策法務課の兼務・併任職員として各
部主管課政策室に配置した「政策法務主任」につ
いて、21年度から法律相談の一次窓口を担うこと
で部長室の法務スタッフとしての能力向上にも資
することとなり、委員による主任の活用が進みまし
た。
　各部からの法律相談について政策法務主任が
窓口となったことによって政策法務課への相談
ルートを明確化し、政策法務主任の庁内への定着
が図れるとともに、予防法務の観点から事案の解
決を図ることができました。

　「政策法務主任」制度のより一層の周知・定着化
を図り、法令遵守と予防法務の視点から各部の法
務案件の知見の蓄積と組織の充実のため、中心
的な役割を担えるよう研修の実施など支援をして
いきます。
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総合企画部 政策企画課

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
策の企画及び総合的な
調整

Ⅲ　大学との連携を活用
した地域づくり支援、物流
の効率化・高度化の推進
等全庁的・総合的見地か
らの施策の効果的な推進
及び総合的な調整

成田空港周辺における通
関のための保税蔵置場
の箇所数

４５箇所
（１９年１０月）

４７箇所
（２１年度）

４５箇所
（21年度）

　検証指標「成田空港周辺における通関のための
保税蔵置場の箇所数」が現状（基準年）より増加し
ていませんが、これは、世界同時不況に伴い、平
成２０年秋以降の国際航空貨物取扱量の減少が
影響しているものと思料されます。

　物流施策の推進については、「千葉県物流戦略」
の着実な推進を図るとともに、「国際物流拠点形成
推進事業調査」結果を基に、新たな課題の把握に
務め、部局横断的な施策を進めていきます。

総合企画部

（２１年度）
地域づくり推
進課
（２２年度）
政策企画課

地域づくり・地域振興に関
する政策の総合的な企画
及び推進

Ⅲ　三番瀬の再生
県庁ホームページ（三番
瀬コーナー）のアクセス件
数

59,789件
（20年度）

     65,000件
    （21年度）

29,573件
（21年度）

　「県庁ホームページ（三番瀬コーナー）のアクセス
件数」については、約29,500件にとどまりました。こ
れは、三番瀬コーナーについては、他団体のホー
ムページ等に直接リンクが張られ，それらを経由し
たアクセスが多いところ、県庁ホームページのアド
レス変更（pref.chiba.jp→pref.chiba.lg.jp）により、リ
ンク切れとなったことが大きいものと推測していま
す。

　三番瀬の再生に対する幅広い県民の理解と協
力を得るため，ホームページ（三番瀬コーナー）に
おいて最新情報を広く継続的に発信し，アクセス件
数の向上に努めます。

総合企画部 国際室 国際化施策の推進
Ⅱ　外国籍県民にも暮ら
しやすい地域づくり

多文化共生社会づくり推
進モデル事業の実施件
数

1件
（20年度）

20件
（21年度）

6件
（21年度）

　多文化共生社会づくりを進めるためには、行政だ
けでなく、学校や企業等の地域社会、また、外国
人への日本語指導など在住外国人の生活を支援
するボランティア団体・ＮＧＯ、大学など様々な分野
の関係機関が連携を強化する必要があります。

　平成１９年度から実施してきた多文化共生社会
づくり推進モデル事業は、平成２１年度をもって終
了したことから、今後は、補助事業という形式によ
らない新しい取組みでアプローチしていくことが求
められています。また、これまでのモデル事業で芽
生えた多文化共生社会づくりの芽を育成させてい
く必要があります。このため、補助事業によらない
外国人県民の社会参加の促進や、多文化共生社
会づくりのための体制整備を推進していきます。

総合企画部
空港地域振
興課(２)

成田空港の機能拡充と地
域振興・共生策の推進

Ⅲ　成田空港周辺の騒音
対策・共生策

空港周辺の住宅防音工
事の進捗率

80.7％
（19年度）

87.9％
（21年度）

82.0％
（21年度）

　Ｂ滑走路の2,500メートル供用開始が予定されて
いたことから、申請件数の増加を見込んでいたとこ
ろですが、補助予定件数に比べ実際の申請件数
が少なかったため、82.0％の進捗率となりました。
　新規の住宅防音工事は申請が少なかったため、
目標進捗率に達しませんでしたが、平成19年度よ
り成田市と芝山町が補助を開始した谷間地域の第
1種区域並み工法引き上げ工事事業補助の申請
が21年度においても多くありました。そのため、谷
間地域の防音済み住宅の防音効果が上がりまし
た。

　今後、発着回数の増加に伴い、谷間地域の住宅
防音工事基準の引き上げ工事の申請が多く見込
まれることから、今後も事業が適切に実施されるよ
う努めます。

総合企画部
空港地域振
興課(２)

成田空港の機能拡充と地
域振興・共生策の推進

Ⅳ　ＮＡＡの完全民営化に
向けた対応

完全民営化に向けた新た
な課題に対する対応・協
議

平成16年度にＮＡ
Ａが民営化されま
した。
（16年度）

ワーキンググルー
プの開催（年4回）
（21年度）

ワーキンググルー
プは開催しません
でした。
（21年度）

　ＮＡＡの完全民営化に向けた関連法案が、平成
21年７月21日に衆議院が解散されたことによって
廃案となり、国における今後の民営化スケジュー
ルが明らかにされていないことからワーキンググ
ループは開催しませんでした。

　今後とも、完全民営化に向けた法改正の動向の
情報収集に努めると共に、引き続き完全民営化の
下での環境・共生策について、国・県・地元市町・Ｎ
ＡＡの四者で協議してまいります。
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健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅰ　新しい地域社会づくり
の推進

地域福祉フォーラム設置
数

７８箇所
(１９年度)

４００箇所
(２１年度)

218箇所
（22年3月）

　地域福祉フォーラムは２０年度と比較し増えてき
ています。フォーラムは地域住民や様々な分野の
方たちが、地域の課題を共有し、その解決に向け
て取り組む継続的な組織です。住民等が主体と
なって継続的に活動を行っていくには、住民等の
充分な理解と機運の高まりが必要であり、そのた
めの地域の合意形成に時間を要し、計画に比べ
設置数が少なくなっています。

　地域福祉フォーラムは地域住民の理解の基に設
置されることが重要であるので、県社会福祉協議
会や市町村と連携を図り、各地域の市町村及び地
区社会福祉協議会等へ働きかけを強化していきま
す。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅰ　新しい地域社会づくり
の推進

あなたに合わせた支援事
業所数

２３３箇所
(１９年度)

４００箇所
(２１年度)

262箇所
(22年3月)

　あなたに合わせた支援とは、地域で生活するた
めに必要な介護保険等制度サービス以外の福祉
サービスであり、有償だけではなく様々な形態で
サービスの提供が行われています。しかし区域や
事業所数の把握が難しく、計画に比べ箇所数が少
なくなっています。

　あなたに合わせた支援事業所については、埋も
れている事業者の掘り起し、新たな事業所の設置
支援等を推進するとともに、事業所の調査に工夫
をして実態を把握していきます。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進 Ⅲ　低所得者対策の促進
法施行事務監査における
被保護者世帯に対する検
討ケースの割合

５．７％
（２０年度）

割合を高める
（２１年度）

４．４％
（２１年度）

　被保護世帯の急増に加え、雇用対策等の新たな
業務の増加により監査の人員を十分に確保でき
ず、検討ケースの割合が前年度を下回りました。

　生活保護行政が、適正かつ効率的に実施される
よう「生活保護法施行事務監査実施要綱」に基づく
監査等を通じて、保護の適正実施を推進していき
ます。

健康福祉部
健康福祉指
導課

地域福祉の円滑な推進
Ⅴ　厚生統計及び健康・
福祉情報の発信

ちばウェルナビのアクセ
ス件数

２２，５００件
（２０年度）

２３，０００件
（２１年度）

２０，６００件
（２１年度）

　アクセス件数が目標を下回っている理由の一つ
に県庁トップページにある「ちば・ウェルナビ」が広
く県民に周知されていないことが考えられます。
　ちば・ウェルナビ（社会福祉施設等総合情報提供
システム）の各福祉施設等の最新の施設情報が
一部更新されていないこともアクセス件数減の一
つになっていることが考えられます。

　引き続き最新の情報提供に努めるとともに、「健
康福祉・情報の森」、「ちばウェルナビ」を関係課・
健康福祉センター等のホームページ上の掲載など
積極的にアピールし、周知に努めます。
　関係課を通じ各福祉施設等の管理者に対し、各
福祉施設等の最新の情報を「ちば・ウェルナビ」へ
登録、更新を行うよう要請します。

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

Ⅰ　健康ちば２１の推進
健康ちば推進県民大会
の参加者

３５０人
(平成19年度)

４５０人
（平成21年度）

２００人
（平成21年度）

　「健康ちば推進県民大会」の参加者が減少した
要因は、大会実施に関する県民への周知不足が
考えられます。
　今後も、県民全体に、健康づくりの重要性につい
て、広く普及・啓発を行っていくとともに大会のPR
を図る必要があります。

　健康ちば２１の内容については、冊子、パンフ
レット、ホームページ等で県民への普及・啓発を図
るとともに、「健康ちば推進県民大会」においても、
「自分らしく、いきいきと暮らし続けるために、一人
ひとりの健康力を育てよう」という基本理念を広く
周知していきます。

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

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

女性のための健康相談
利用者数

１，２１２人
（平成19年度）

１，３００人
（平成21年度）

８３０人
（平成21年度）

　相談事業は、広報等をすると相談者が増えること
から、今後は県民の目に広く届く広報手段を検討
する必要があり、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

Ⅱ　性差を考慮した健康
支援の推進

男性のこころと身体の健
康相談利用者数

１２４人
（平成19年度）

３５０人
（平成21年度）

１６９人
（平成21年度）

　相談事業は、広報等をすると相談者が増えること
から、今後は県民の目に広く届く広報手段を検討
する必要があり、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。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

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 喫煙率
男性　３４．８％
女性　１０．８％
（平成19年度）

減少を目指しま
す。

男性　３１％以下
女性　　８％以下
（平成21年度）

男性　２９．６％
女性　１１．２％
（平成21年度）

　本県の喫煙率を男女別に見ると、男性では平成
12年度の43.5％に比べ平成21年度は29.6％と減
少しているのに比べ、女性では、12年度の12.3％
に対し、平成21年度は11.2％と漸減しているもの
の、全体に横ばい傾向にあり、この状況は全国も
同様です。
　また、女性の喫煙率は、昭和60年代までは高齢
者ほど高い傾向であったが、現在は逆転し、若い
層の喫煙率が高い傾向にあり、本県でも女性の喫
煙率が最も高いのは30歳代で18.9％となっていま
す。
　今後も若い女性の喫煙率の減少に向けた普及・
啓発に努めていきます。

　喫煙が健康に与える影響は極めて大きく、特に
肺がんなどによる死亡率が高いことから、今後とも
喫煙による健康被害や受動喫煙防止などの一層
の普及啓発に努めます。

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

Ⅱ 難病患者の生活の質
（ＱＯＬ）の向上に向けた
支援策の推進

難病相談・支援センター
事業の周知のためのリー
フレット配布

１，０００
（２０年度）

２，０００
(２１年度)

１，０００
（２１年度）

　「在宅難病患者一時入院事業」がスタートしまし
たが、まだ利用が少ないため、患者・家族やケアマ
ネージャー等支援関係者への制度紹介などにより
周知に努める必要があります。

　「在宅難病患者一時入院事業」を有効に活用す
ることで、患者・介護者のQOLの向上を図ることが
できるように、より周知に努めていきます。

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

Ⅲ　感染症の予防及びま
ん延防止対策の推進

エイズ治療拠点病院への
ＨＩＶ検査業務委託

０件
（平成19年度）

４００件
（平成21年度）

１９件
（平成21年度）

　エイズ治療拠点病院を受診するエイズ患者の配
偶者等のハイリスク者が来院時に検査が実施でき
るよう、無料検査の委託を実施しましたが、新型イ
ンフルエンザが流行し、エイズ治療拠点病院にお
いても、新型インフルエンザ患者への診療を優先
したため、検体数が目標を大きく下回りました。

　感染症の予防、感染症の早期発見及びまん延
防止のための検査、医療体制の整備など引き続き
促進してまいります。

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

保育所の待機児童50人
以上の市町村数

2市町村
（20年度）

0市町村
（21年度）

4市町村
（21年度）

待機児童50人以上の市町村数の増加について、
該当４市のうち施設整備による定員増を上回る速
度で新規待機児童数が増加した市町村が２市、施
設整備実施または新規開園が平成２２年度へ変
更のため、待機児童数を縮減できなかった市町村
が２市で、新規待機児童数の増加が著しい１市を
除き、平成２３年度整備でほぼ解消の見込みで
す。

保育所の施設整備については、平成２２年度を
ピークに、その後は少子化の動向などもわきまえ
ながら適宜進めてまいります。

健康福祉部 児童家庭課
次世代育成支援対策の
推進

Ⅲ　ひとり親家庭等への
支援

母子家庭等就業・自立支
援センター　事業実績（講
習会受講者数）

182人（延べ）
（19年度）

486人
（21年度）

256人
（21年度）

　就業支援講習会については、受講希望者が減少
傾向にあり、定員割れが続いていましたが、21年
度から受講料を無料化したところ、受講希望者が
増加し、定員割れはなくなりました（定員５０人、申
込者142人）。

　就業支援講習会については、希望者がほぼ全員
受講できるように定員の増加を図ります。また、講
習科目についても、できるだけ雇用に直接的に結
びつくよう検討します。

健康福祉部
高齢者福祉
課

高齢者福祉の推進
Ⅰ　高齢者福祉の総合的
推進

千葉県介護保険事業支
援計画・老人保健福祉計
画作成懇談会の開催（各
種施策の実施状況の確
認等）

2回
(20年度)

2回
（21年度）

未開催

　千葉県介護保険事業支援計画・老人保健福祉
計画作成懇談会は、当初２回の開催を予定し、計
画の進捗に検討を加える予定でしたが、計画の初
年度であることから、進捗管理は平成22年度に実
施することとし、平成21年度は同懇談会と連携す
る千葉県高齢者保健福祉計画推進作業部会を設
置し、計画に盛り込まれた事項で関係者による更
なる検討が必要な事項について議論を深めまし
た。

・平成21年3月に策定した「千葉県高齢者保健福
祉計画（21～23年年度）で計画した事業の着実な
履行及び実施した事業を検証していきます。
・また、次期計画（24～26年度）の策定に向けた基
本的な考え方について整理します。

健康福祉部
障害者福祉
課

障害者福祉の充実
Ⅲ　障害福祉サービスの
整備・充実

就労移行支援事業及び
就労継続支援Ａ型事業の
定員（供給量）

就労移行支援
３０３人

就労継続支援Ａ型
２０人

（平成１９年４月）

就労移行支援
８０８人

就労継続支援Ａ型
３４７人

（平成２１年度）

就労移行支援
５９３人

就労継続支援Ａ型
５２人

（平成２２年３月）

　就労継続支援Ａ型事業は、通所により、雇用契
約に基づく就労の機会を提供しますが、Ｂ型に比
べ報酬の加算が少ない他、最低賃金法の適用を
受けることで事業費がかさむ等事業者にとって若
干の制約があります。

(「成果に関する説明」から引用)
就労移行支援事業者及び就労継続支援Ａ事業に
ついては、目標に達することができませんでした
が、２３年度末までに施設の新体系サービスへの
移行が予定されており、引き続き指標の改善に努
めます。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

健康福祉部
障害者福祉
課

障害者福祉の充実
Ⅳ　障害者の地域への移
行促進と生活支援

障害者の福祉的就労の
工賃水準(月額)

小規模作業所を除
く授産施設等平均

工賃
約12,000円
(１８年度)

15,800円
(平成２１年度)
24,000円

（平成２３年度）

12,673円
(平成２１年度)

　ちば工賃向上チャレンジプランにより、工賃水準
の向上に取り組んでまいりましたが、昨今の厳しい
経済情勢もあり、目標には至りませんでした。

　ちば工賃向上チャレンジプランに基づき、福祉的
就労に係る経営強化を図るとともに、官公需増加
への取り組み等を通じて工賃水準の向上に努めま
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

制度運営・事務処理に係
る広域連合・市町村に対
する助言

実地助言：23市町
村

書面助言：33市町
村

研修会　：１回
（１９年度）

実地助言：広域連
合

　　　　：14市町村
書面助言：42市町

村
研修会　：１回
（２１年度）

実地助言：０
書面助言：０
研修会　：１回
（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 医療整備課

医療における質の確保、
体制の整備及び人材の
確保、自治体病院の支援
及び県立保健医療大学
の施設・設備整備

Ⅴ　県立保健医療大学の
施設・設備等の整備

施設設備工事の進捗状
況

整備計画の策定
（２０年度）

２４％
（２１年度）
整備完了
（２３年度）

１％
(22年3月)

　施設設備工事の進捗の遅れについては、21年度
末に工事を開始したため、その予算を22年度に繰
り越したことによるものです。
　施設設備工事については、今後、計画の履行に
向けて努力します。

　大学としてより良い教育研究を実施するために
は、さらに教育研究環境を充実させる必要がある
ことから、不足若しくは不十分と思われる教育研究
施設を改善するため、施設の改修、設備の整備な
どを進めます。

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

住居衛生に関する相談件
数等（室内空気中の化学
物質測定件数）

３９件
(19年度)

５０件
(21年度)

１８件
（21年度）

　室内空気環境の測定依頼件数が１８件と少ない
のは、ハウスメーカーなど建設業界が化学物質の
使用を抑えた建設資材の使用を積極的に進めて
きたことによる効果が、　現れてきている結果と考
えられます。

住居衛生に係る室内空気環境については、引き続
き行政検査を実施し、改善のための助言を行ない
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

Ⅲ　動物愛護管理事業の
推進

新しい飼い主にもらわれ
た犬・ねこの頭数

１，９０１頭
（１９年度）

２，０００頭
（２１年度）

１，７３２頭
（２１年度）

　新しい飼い主にもらわれた犬・ねこの頭数を増や
すには、譲渡手続きを簡略化する等新たな譲渡方
法について検討する必要があると考えます。

　新しい飼い主にもらわれた犬・ねこの頭数を増や
す取組みを行うとともに、犬・ねこが収容されない
ように不妊・去勢手術等飼い主責任を徹底するこ
とも必要です。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

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

自然環境保全地域等の
拡大

28地域
1,956ha
（20年度）

28地域
1,966ha
（21年度）

28地域
1,956ha
（21年度）

　自然環境保全地域等の拡大は、関係機関等との
合意形成が必要となります。

　具体的な指定案について、関係機関や地権者と
の合意形成を図ります。

環境生活部 自然保護課 生物多様性の保全
Ⅲ　人と野生鳥獣との共
存の推進

有害鳥獣捕獲の担い手
の確保

狩猟免許試験
合格者数241名
（19年度）

増加させる
(21年度)

狩猟免許試験
合格者数209名
（21年度）

　野生鳥獣による農林業被害については、依然と
して深刻な状況にあり、引き続き被害防止に取り
組む必要があります。なお、被害の大きい中山間
地域においては、農林業従事者の減少や高齢化
に加え、捕獲の担い手が減少しており、被害対策
が十分に実施できない状況にあります。
　このため、狩猟免許試験の実施回数を増やすな
どの対策を実施しているところですが、今後とも有
害鳥獣の捕獲の担い手の養成と確保を図っていく
必要があります。

　有害鳥獣の捕獲の担い手を養成・確保するた
め、研修会等の充実を図ります。

環境生活部
資源循環推
進課

資源循環型社会づくりの
推進

Ⅰ　３Ｒ（廃棄物の発生抑
制、再使用、再資源化）
の推進

千の葉エコプロジェクト公
表数

458件
（19年度）

500件
（21年度）

218件
(21年度)

　千の葉エコプロジェクトについては、公表している
プロジェクトの状況確認をしながら、取組を進める
必要があります。

千の葉エコプロジェクトについては、提供する情報
内容を整理･刷新したことから、各種広報媒体を活
用して県民･事業者等に事業内容を改めて周知
し、取組を広げていきます。

環境生活部
資源循環推
進課

資源循環型社会づくりの
推進

Ⅰ　３Ｒ（廃棄物の発生抑
制、再使用、再資源化）
の推進

ちば環境再生基金が行う
「ＮＰＯ環境活動支援」へ
の応募数

14活動
（19年度）

15活動
（21年度）

10活動
（21年度）

　ちば環境再生基金の「ＮＰＯ環境活動支援」につ
いては、様々な広報媒体を活用し周知を図りまし
たが、応募数の増加には至りませんでした。参加
団体数の増加に向けて、より効果的な周知方法を
含め検討する必要があると考えます。

　ちば環境再生基金の助成事業については、各種
広報媒体をより効果的に利用すること等により参
加団体を増やし、基金の有効活用を広げていきま
す。

環境生活部
資源循環推
進課

資源循環型社会づくりの
推進

Ⅱ　廃棄物の適正処理の
確保に向けた基盤づくり

処理業者セミナー参加者
数

1,274人
（19年度）

1,200人以上
（21年度）

553人
（21年度）

　処理業者セミナーの参加者減の大きな理由は、
実施時期が前年度と異なった（秋→冬）ためと考え
られます。

　処理業者セミナーについては、参加者が多くなる
よう実施時期等について検討します。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
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商工労働部 経済政策課

内部管理事務、総合調整
事務、経済活性化施策・
産業地域育成施策の実
施・調整など

Ⅳ　商工会等による中小
企業の支援活動の促進

地域経済活性化提案型
事業の提案数

―
１５事業
（21年度）

９事業
（21年度）

　地域経済活性化提案型事業については、商工会
等から提案されたいずれの事業予算も比較的大き
くなったことにより、採択事業１件当たりの補助金
額が増大した一方、採択事業数は減少しました。

　地域経済活性化提案型事業については、商工会
等の本事業に対する要望は強く、目標事業数を適
正な数にして、継続実施に努めます。

商工労働部 経済政策課

内部管理事務、総合調整
事務、経済活性化施策・
産業地域育成施策の実
施・調整など

Ⅴ　産業地域の育成に向
けた施策の実施・調整

幕張メッセの来場者数
６１３万人
（１９年度）

６３０万人
（２１年度）

４４８万人
（２１年度）

　平成21年のいわゆる「リーマン・ショック」に端を
発した世界規模の不況の影響を受け、幕張メッセ
の来場者数や利用ホール数が目標を下回ったこと
から、今後は利用促進に向けた取組みの強化をよ
り一層図る必要があります。

　幕張メッセについては、イベントの主催者、来場
者に利用しやすい施設を目指し、更なる施設の改
修や機能改善を図るとともに、新規イベントの戦略
的誘致や、自主企画催事の拡充に努めます。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅱ　研究開発・知的財産
活用支援

産業支援技術研究所受
託研究

10件
(19年度)

14件
(21年度)

8件
（21年度）

　産業支援技術研究所の受託研究では、経営資
源の不足する中小企業に技術的課題の解決や新
製品開発の支援を行いましたが、厳しい経済情勢
のなか、新たに研究を産業支援技術研究所に委
託しようとする企業が多くなかったことから、目標
件数を下回っています。

　産業支援技術研究所の受託研究実績うちの2件
は、国の競争的資金事業の一環で企業の資金負
担の軽減が図られており、今後も外部資金を活用
する企業の需要を取り込んでいきます。さらに、企
業訪問等で潜在需要の掘り起こしを行い、依頼試
験や機器設備使用も含め、研究所を活用する企業
の拡大・促進を図ります。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅱ　研究開発・知的財産
活用支援

産業支援技術研究所及
び東葛テクノプラザにお
ける依頼試験検査の実施
件数

8,272
（19年度）

8,685件
(21年度)

6,066件
(21年度)

　産業支援技術研究所及び東葛テクノプラザにお
ける依頼試験検査件数と機器設備使用件数は、
平成20年秋のリーマン・ショック以降、厳しい経済
状況を反映して20年度に前年度実績を大きく下回
り、その水準で21年度も推移したことから目標件数
を下回っています。ただし、21年度後半には持ち直
しの傾向も見られました。

　企業訪問等で潜在需要の掘り起こしを行い、依
頼試験や機器設備使用も含め、研究所を活用する
企業の拡大・促進を図ります。

商工労働部 産業振興課
千葉新産業振興戦略の
推進による千葉県経済の
活性化

Ⅲ　創業から販路開拓ま
で一貫した中小・ベン
チャー企業支援

商談会(県内)参加企業件
数

81件
(19年度)

120件
 (21年度)

91件
（21年度）

　販路開拓については、千葉県と近接する都県等
と連携して広域的な合同商談会を２回開催しまし
た。これらの商談会への千葉県からの参加企業件
数は、平成20年秋のリーマンショックを契機とした
経済活動の低迷により、発注企業の景況が下降
し、発注案件が減少して発注企業の参加が伸びな
かったことなどから、受注企業の参加も伸びず、延
べ91社に留まりました。

　販路開拓については、千葉県と近接する都県等
と連携して広域的な合同商談会を２回開催し、参
加する受発注企業の増加に努めます。

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

企業訪問件数
822件
(19年度)

750件
(21年度)

643件
(21年度)

　企業の投資意欲を表す企業立地ナビアクセス件
数、企業立地アンケートによる千葉県への立地に
興味をもった企業数、企業からの立地に関する問
い合わせなども低迷し、それらをもとに行う企業訪
問の件数も目標に達しませんでした。

　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。

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

企業立地ナビ（ホーム
ページ）アクセス件数

12,890件
(19年度)

20,000件
(21年度)

8,249件
(21年度)

企業立地ナビ（ホームページ）アクセス件数につ
いては、景気後退の影響を大きく受け、企業の設
備投資意欲の減退等により、目標を大きく下回る
結果となりました。なお、この企業立地ナビについ
ては、入口がわかりにくいという声も聞かれますの
で、アクセスがしやすくなるよう改善を図る必要が
あります。

　企業立地ナビについては、内容の充実を図ると
もに、アクセスがしやすくなるよう工夫します。

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

企業立地アンケートによ
る千葉県への立地に関心
をもった企業数

45件
(19年度)

60件
(21年度)

41件
(21年度)

　企業立地アンケートによる千葉県への立地に興
味をもった企業数も目標に届きませんでしたが、昨
年8月からの東京湾アクアラインの料金引下げ及
びその積極的なＰＲ活動の実施等により、前年度
の31件から10件増えました。
　今後も、千葉県の立地環境の優位性を積極的に
広報していくことが重要です。

　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。
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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
遊休地情報新規登録件
数

7件
(19年度)

10件
(21年度)

3件
(21年度)

　分譲可能な工業用地の減少により、企業ニーズ
に対応した工業用地の紹介が困難な事例が生じ
てきています。

　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。

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
市町村との共同誘致活動
件数

235件
(19年度)

300件
(21年度)

201件
(21年度)

　景気の低迷等により企業からの立地に関する県
や市町村への問合せが減少していること、分譲可
能な工業用地の減少に伴って紹介できる工業用
地が少なくなってきていることなどにより、市町村と
共同で誘致する件数が目標に達しませんでした。

　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。

商工労働部
企業立地課
（２）

かずさアカデミアパークへ
の企業・研究機関等の集
積促進

Ⅰ　企業・研究機関等の
立地・集積促進

国際会議及び学術会議
の開催件数

37 件
（19年度）

25 件
（21年度）

12 件
（21年度）

　国際会議等については、コンベンション誘致競争
の激化や平成２１年のいわゆる「リーマンショック」
に端を発した世界規模の不況の影響を受けたこ
と、さらに、他施設に比べ、かずさアカデミアホール
は認知度が低いことやアクセスの悪さ等により、目
標を下回ったと考えられます。認知度を上げていく
努力や交通アクセスの向上など、開催件数の増加
に向けた取り組みの強化をより一層図る必要があ
ります。

　国際会議の減少傾向は県下全域の課題でもあ
ることから、平成２０年度において観光立県千葉推
進本部内に国際会議等誘致推進部会が設けら
れ、県関係機関が連携して国際会議の誘致促進
に取り組んでいるところです。かずさアカデミア
ホールへの誘致促進については、こうした組織を
積極的に活用するとともに、指定管理者である株
式会社かずさアカデミアパークをはじめ、民間組織
とも協力しながら、国際会議開催主体へのアプ
ローチを強化し、開催件数の増加に努めてまいり
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

Ⅳ　中高年齢者に対する
就業支援の推進

ちば仕事プラザネットにお
ける求職者登録数

251人
（19年度）

900人
（21年度）

179人
（21年度）

　ちば仕事プラザネットの登録者数が少なかった
のは、他のネット求人事業との競合があり、当事業
における好事例が少なくメリットを紹介できないこと
によると考えらます。

　ちば仕事プラザネットは、他のネット求人事業と
の競合などにより事業効果が少ないことから、平
成22年9月をもって廃止します。

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

“社員いきいき！元気な
会社”宣言企業数

231社
（19年度末累計）

700社
（21年度末累計）

356社
（21年度末累計）

　社員いきいき！元気な会社”宣言企業について
は、目標値には遠く及ばないものの、年間で102社
の新規登録があり、昨年度（27社）よりも大きく増
加しました。

　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。

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

両立支援アドバイザーの
派遣企業数

―
20社

（21年度）
6社

（21年度）

　一般事業主行動計画の策定が義務付けとなる
企業に対して、両立支援アドバイザーの活用を働
きかけましたが、策定義務化（H23.4）まで少し期間
があり、まだ準備中の企業が多くてアドバイザーを
派遣する段階ではありませんでした。

　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
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

飼料米の作付面積
　77ヘクタール
（20年度）

1,830ヘクタール
（21年度）

126ヘクタール
(22年3月)

　農家の理解を得て飼料用米等の定着を図るため
には、国の制度が恒久的なものとなることが必要
です。

　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
生産販売振
興課

園芸・農産作物の生産振
興と販売促進

Ⅳ　地域特性を生かした
個性豊かな産地の育成

農産産地づくり取組数
　18地区
（20年度）

14地区
（21年度）

9地区
（22年3月）

　国庫事業（農産振興施設整備型）の補助対象が
共同育苗施設、集出荷貯蔵施設等の施設のみと
なったことから、機械との一体的な整備を希望する
産地が農産産地づくり事業導入を控えたことに加
え、大規模産地での施設導入希望が多く、事業採
択が難しくなったことにより本事業導入は無く、県
単事業の９地区にとどまりました。

　米、麦、大豆に取り組む大規模産地においては、
コスト軽減を図るため、「農畜産業機械等リース事
業（経営体育成型）」等の国の各種補助事業への
利用導入啓発や、特色ある産地づくりに取り組む
営農集団や優良種子の生産を担う種子生産組合
を育成するため、必要な機械施設の整備等に対し
ての県単補助事業の活用支援を図ります。

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
ちば食育サポート企業の
登録数

122社
(19年度)

10%以上増加
(21年度)

129社(6%増加)
(21年度)

　より効果的に食育を進めていくために、企業が有
するノウハウを活用していくことが必要であり、サ
ポート企業は増加しましたが、目標には達しませ
んでした。

　食育を効率的に進めるため、引き続き企業に対
し、ちば食育サポート企業への登録を働きかける
とともに、「食育応援企業連絡会」への加入を働き
かけます。

農林水産部 農村振興課
地域資源を活かした農村
づくりの推進

Ⅰ　地域の活性化と交流
の推進

耕作放棄地を有効活用
する取組数

 －
（１９年度）

５２箇所
（２１年度）

３２箇所
（２１年度）

耕作放棄地を有効活用する取組については、市
町村耕作放棄地対策協議会の設置数が、20年度
末の13箇所に比べ19箇所増の32箇所となりました
が、全対象市町村（当初52箇所、現在は市町村合
併等により49箇所）で取り組むまでには至りません
でした。
これは、本県では土地持ち非農家が所有する耕
作放棄地が多く、耕作放棄地の解消に対する理解
が十分ではないこと等から、国の耕作放棄地再生
利用緊急対策交付金の活用要望が少なかったこ
となどによるものと考えられます。

　耕作放棄地の解消については、耕作放棄地解消
キャンペーン等の広報活動や市町村耕作放棄地
対策協議会の設置の働きかけ等を継続して行い、
耕作放棄地解消に対する理解の醸成を図るととも
に、再生利用活動への支援を行い、活用主体の拡
大に努めます。

農林水産部 森林課 美しいちばの森林づくり Ⅰ　森林資源の循環利用
県産木質ペレット生産利
用量

―
174ﾄﾝ
（21年度）

6ﾄﾝ
（21年度）

　燃料の高騰から施設園芸用の木質ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ
の導入による県産木質ペレットの生産利用量の増
加を見込みましたが、燃料の値下がり等から導入
されず、利用量は6tにとどまりました。

　県産木質ペレットの生産については、化石燃料と
の価格差等から、急速な増加は見込めない状況に
ありますが、一部地域で小規模ながら生産に着手
している事例があることから、県としてもこの取組
を注視し、課題解決等への協力に努めます。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

農林水産部 水産課
水産物の安定供給と水産
業の健全な発展

Ⅰ　水産物の販売・流通
対策

ホームページ「千葉のさ
かな倶楽部」アクセス件
数

23,639件
（20年度）

25,000件
（21年度）

18,217件
（21年度）

　「ホームページ『千葉さかな倶楽部』アクセス件
数」については、目標を達成するため、各種冊子
等によりホームページをＰＲするなど、広報活動に
努めましたが、目標を下回りました。指標とした
ホームページのトップページへのアクセス件数は
減少しているものの、ホームページ全体のアクセ
ス件数は、年間20.1万件から24.5万件と20年度を
上回っています。したがって、利用者がトップペー
ジを経由せず、目的のページに直接アクセスして
いると考えられ、利用方法が変化してきた可能性
があります。

　千葉さかな倶楽部については､従来同様にイベン
ト等の様々な機会を捉えて積極的にＰＲするととも
に､千葉さかな倶楽部協力店の拡充など内容を見
直し､さらに更新頻度を高め､アクセス件数の増加
を図ります。

農林水産部 水産課
水産物の安定供給と水産
業の健全な発展

Ⅳ　漁業生産基盤の整備
漁業師弟制度による定着
支援

２地区２名
（19年度）

２地区２名
（21年度）

０名
（21年度）

　短期漁業研修（１０名）及び国の支援制度を活用
した研修生受け入れ（６名）を行いましたが、受入
漁業者と研修生徒の就業内容等の希望が合致せ
ず、漁業師弟制度（漁業指導者による技術指導・
住居費助成、研修期間６ヶ月以上）を活用するに
至りませんでした。

　新規漁業就業者を確保するために、引き続き短
期漁業技術研修の実施、国の事業を活用した研
修生の受け入れを行い、研修後に定着を目指す
者を対象とした漁業師弟制度による支援を行うとと
もに、千葉県漁業協同組合連合会との連携によ
り、HPによる求人情報を発信してまいります。

農林水産部 漁業資源課 栽培漁業の推進
Ⅰ　水産資源の維持・増
大と持続的利用の推進

天然種苗の放流量
海面 1.2ﾄﾝ
 (19年度)

海面1.6トン
(21年度)

海面0.9トン
(21年度)

　天然種苗の放流については、放流用チョウセン
ハマグリ種苗の産地での生産が少なかったため、
必要量を確保できませんでした。
　天然種苗の放流については、必要な種苗量を確
保することが必要です。

天然種苗の放流については、安定的に放流できる
よう種苗確保に努めていきます。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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 都市計画課 良好な都市づくりの推進 Ⅱ　まちづくりの支援
千葉都市モノレールの側
面支援のための関係会
議の開催

6回
(19年度)

9回
(21年度)

支援のための関係
会議の開催（1回）
       （21年度）

　千葉市が進める千葉都市モノレールの延伸事業
への側面支援については、市のモノレールに対す
る方針が転換したことから、側面支援する機会が
少なくなりました。

　千葉都市モノレールの延伸事業については、千
葉市の動向を踏まえた上で、側面支援を継続しま
す。

県土整備部 道路計画課

骨格的道路ネットワーク
の整備や利用促進及び
安全で快適な生活環境を
目指した道路整備の推進

Ⅰ　高規格幹線道路等の
整備や利用促進

首都圏中心部と県内各都
市間の所要時間
（川崎市から一宮町まで）

1時間17分
(19年度)

改善を進めます
(21年度）
1時間07分
(27年度)

首都圏中央連絡自
動車道の一部区間
の開通目標年度が
変更となったことか
ら、平成24年度に
目標が達成される
見込みとなりまし
た。
       （21年度）

　現在国等において整備が進められている首都圏
中央連絡自動車道（仮称）茂原長南ＩＣ～木更津東
ＩＣ間の開通目標が、地元調整の遅れにより平成
22年度から平成24年度に変更されたことから、各
指標の目標達成時期が平成24年度に達成する見
込みになりました。

　全国的な交流・連携を強化する高規格幹線道路
の整備が促進されるよう、引き続き国や高速道路
会社に積極的に協力していきます。

県土整備部 道路計画課

骨格的道路ネットワーク
の整備や利用促進及び
安全で快適な生活環境を
目指した道路整備の推進

Ⅰ　高規格幹線道路等の
整備や利用促進

高規格幹線道路の整備

 首都圏中央連絡
自動車道((仮称)茂
原長南～
木更津JCT)
7.1ｷﾛﾒｰﾄﾙ
(19年度)

首都圏中央連絡自
動車道((仮称)茂原

長南～
木更津JCT)
28.4ｷﾛﾒｰﾄﾙ
(22年度)

首都圏中央連絡自
動車道の一部区間
の開通目標年度が
変更となったことか
ら、平成24年度に
供用する見込みと
なりました。
       （21年度）

　現在国等において整備が進められている首都圏
中央連絡自動車道（仮称）茂原長南ＩＣ～木更津東
ＩＣ間の開通目標が、地元調整の遅れにより平成
22年度から平成24年度に変更されたことから、各
指標の目標達成時期が平成24年度に達成する見
込みになりました。

　全国的な交流・連携を強化する高規格幹線道路
の整備が促進されるよう、引き続き国や高速道路
会社に積極的に協力していきます。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

出納局 出納局
公金の適正な執行及び
管理

Ⅱ　関係機関への会計検
査及び指導

各かい（所属）会計検査
指摘率

1.0％
（19年度）

引き続き適正な会
計指導を行い、指
摘率の低下を目指
します。
　　　（21年度）

4.0％
（21年度）

　法令、財務規則等、会計関係規定遵守の徹底を
図る必要があります。

　不適正経理の再発防止などのため、指導、審
査、検査事務等の充実・強化に努めます。
　特に検査事務については、10名体制の検査室を
設置し、本庁・出先447の全所属に対し毎年度1回
の実地検査を実施していきます。
　また、検査方法も出納簿と物品の照合確認を重
視することや検査結果を今後の事務処理方法の
改善に反映させるなど、見直しを図っていきます。

12／16



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

水道局
技術部給水
課

配水管の整備・維持管理
及び貯水槽水道の適正
管理と直結給水の促進

Ⅰ　配水管の整備 未普及整備延長
10.4ｋｍ
（19年度）

31.5ｋｍ
(21年度)
157.5ｋｍ
(22年度累計)

6.3ｋｍ
（21年3月）

　未普及整備において、お客様からの要望件数が
近年横這い傾向にある為、整備延長が鈍化してい
るので、未普及制度について幅広いＰＲの必要性
があると思われます。

　水道管の整備の必要性をお客様にＰＲし、工事
への協力、理解を深め適切な工事環境を整え、１
９年度から実施している私道埋設承諾取得業務委
託を継続しながら配水管の整備を進めるものとし
ます。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

企業庁
管理部企業
総務課

適正で効率的な企業庁事
業の推進及び企業庁の
経営改革

Ⅱ　効果的な広報活動の
展開

ホームページへのアクセ
ス数
（月平均）

84,846件
内　分譲情報
32,029

　　工水情報
11,236
（19年度）

110,000件
内　分譲情報
52,000

　　工水情報
14,000
（21年度）

68,082件
内　分譲情報
　　　16,572
　　 工水情報
       6,558
（21年度）

　ホームページのアクセス件数が目標に達しな
かった理由として、一昨年夏のリーマンショック等
に端を発する世界的な経済活動の低迷が考えら
れますが、さらに見やすく分かりやすいホームペー
ジ作りを推進することにより、アクセス件数が増加
すると考えられます。

　ホームページについては、一部、「新テンプレー
ト」化されていないページもあることから更新を進
め、より見やすく、分かり易いホームページを作り、
効果的な広報活動を展開します。

企業庁
管理部企業
総務課

適正で効率的な企業庁事
業の推進及び企業庁の
経営改革

Ⅲ　企業庁の運営に係る
庁内横断的な企画調整と
円滑な事務事業の推進

情報化推進のための研
修会の実施

14コース
200名
（20年度）

14コース
156名
（21年度）

７コース
85名

（21年度）

　情報化推進のための研修会については、年度当
初に予定していた研修が業務の都合で実施出来
ず、また同内容の研修会が他で開催される等の理
由により、目標指標には至りませんでした。

　研修内容について検証するとともに、引き続き職
務の遂行に必要な知識や技能等の能力を向上す
るべく研修会を実施し、円滑な事務事業の推進を
図っていきます。

企業庁
管理部企業
総務課

適正で効率的な企業庁事
業の推進及び企業庁の
経営改革

Ⅳ　企業庁の経営改善の
推進

新経営戦略プランのフォ
ローアップ

年１回
(20年度)

年１回
(21年度)

年０回
（21年度）

　平成２１年度は、県において総合計画、行政改革
計画の策定作業が行われ、企業庁としてはその動
向を見極める必要があったことから、庁内における
事務作業は進めていたものの、新経営戦略プラン
のフォローアップ及び長期事業収支見通しの見直
しについては、作成・公表に至りませんでした。

　行政改革計画において、平成２４年度末の土地
造成整備事業の収束が改めて明確に位置付けら
れたことを受け、２２年度に新経営戦略プランの改
定及び長期事業収支見通しの見直しを行い、公表
します。

企業庁
管理部企業
総務課

適正で効率的な企業庁事
業の推進及び企業庁の
経営改革

Ⅳ　企業庁の経営改善の
推進

長期事業収支見通しの見
直し

年１回
(20年度)

年１回
(21年度)

年０回
（21年度）

　平成２１年度は、県において総合計画、行政改革
計画の策定作業が行われ、企業庁としてはその動
向を見極める必要があったことから、庁内における
事務作業は進めていたものの、新経営戦略プラン
のフォローアップ及び長期事業収支見通しの見直
しについては、作成・公表に至りませんでした。

　行政改革計画において、平成２４年度末の土地
造成整備事業の収束が改めて明確に位置付けら
れたことを受け、２２年度に新経営戦略プランの改
定及び長期事業収支見通しの見直しを行い、公表
します。

企業庁
管理部企業
総務課

適正で効率的な企業庁事
業の推進及び企業庁の
経営改革

Ⅳ　企業庁の経営改善の
推進

職員住宅等の未利用地
処分の推進

未処分の廃止済
職員住宅等　５箇

所
(20年度)

処分を行う廃止済
職員住宅等　３箇

所
(21年度)

処分した廃止済
住宅等　０箇所
（21年度末）

　廃止済み職員住宅を売却するため、物件調査等
の手続きを行いましたが、隣地地権者や地元市と
協議が整わなかったため、21年度中の処分には
至りませんでした。
　廃止済み職員住宅の処分に関しては、隣接地権
者との権利関係を整理するとともに、地元市の意
向も聞きながら進める必要があり、時間を要しま
す。

　廃止済み職員住宅の処分については、引き続き
隣接地権者や地元市町村との協議を進め、早期
売却できるよう環境整備を行います。

企業庁
地域整備部
事業管理課

土地造成整備事業の推
進

Ⅰ　収束に向けての土地
造成整備事業の推進

事業スケジュールの見直
し

年1回（9月実施）
事業実施35地区
（19年度）

年1回（9月実施）
事業実施35地区
（21年度）

 21年度は、土地造
成整備事業のあり
方を全庁的に検討
してきたことから、
事業スケジュール
については新たに
策定される予定の
企業庁新経営戦略
プランに併せて次
年度に見直すこと
としました。
       （21年度）

　土地造成整備事業のあり方を全庁的に検討して
きたことから、事業スケジュールについては新たに
策定される予定の企業庁新経営戦略プランに併せ
て次年度に見直すこととしました。

　新たに策定される予定の企業庁新経営戦略プラ
ンに併せて事業スケジュールを見直します。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

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
当該年度の宅地等処分
面積

4.3ヘクタール
（20年度）

20.1ヘクタール
（21年度）

4.8ヘクタール
（21年度）

　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Ｓ
ＫＹＧＡＴＥ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
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

企業訪問社数
73社
(19年度)

55社
(21年度)

25社
（21年度）

　企業訪問（現地案内を含む）は、問い合わせ等の
あったところに重点をおいているため、景気悪化、
分譲画地の減少に伴う引き合いの減少による影響
を受けています。このため、企業誘致セミナー等を
通じた、企業ニーズの的確な把握により適切に対
応する必要があります。

　企業訪問（現地案内を含む）は、問い合わせ等の
あったところに重点的に行うほか、企業誘致セミ
ナー等を通じ、企業ニーズの的確な把握により適
切な対応を図ります。

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

Ⅰ　臨海地域土地造成整
備事業の推進

浦安地区第二期の施設
整備事業進捗率(対事業
費)

81.4％
(19年度)

93.8％
(21年度)

83.2%
(21年度)

　良好な都市環境の形成を図るため、住宅地基本
計画書に基づき道路、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。引き
続き最終管理者と協議するとともに、地元調整を
図る必要があります。

　浦安地区第二期については、関係機関との協
議・調整を図りながら、道路、橋梁、緑地等の基盤
整備を実施します。

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

Ⅰ　臨海地域土地造成整
備事業の推進

京葉港地区施設整備事
業進捗率(対事業費)

95.8％
(19年度)

98.6％
(21年度)

95.8%
(21年度)

　基盤整備の促進を図るため、企業庁、船橋市、
都市再生機構と協力し、地元との協議・調整を行
いましたが,事業は進捗しませんでした。
　京葉港地区は、地元との協議・調整を進め基盤
整備の合意形成に努める必要があります。

　京葉港地区は、基盤整備の促進を図るため、引
き続き企業庁、船橋市、都市再生機構と協力し地
元自治会との協議・調整を行います。
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平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間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１－２－２

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
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

教育庁
企画管理部
財務施設課

県民ニーズに応じた教育
環境の整備

Ⅲ　県立学校等生徒の修
学・就学援助

県立高等学校在校生の
授業料の収入未済額

１，５１４千円
（１９年度）

１，１００千円未満
（２１年度）

　　２，６５６千円
（２１年度）

　授業料の徴収は、授業料徴収事務取扱要綱によ
り行い、納入の困難な生徒へは授業料減免制度
や修学支援制度を周知してきましたが、昨今の経
済不況の影響もあり、授業料収入未済額は目標を
達成できませんでした。

　２２年度以降は県立高校の授業料無償化によ
り、新たな授業料の未済額が増えることはありま
せん。これまでの未済金の解消に向けて、引き続
き取り組むよう、該当校に指導して参ります。
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