
部局名：総合企画部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

知事、副知事の秘
書業務と知事の政
策調整を迅速かつ
的確に行うこと

Ａ

（迅速・的確な日程、資料
の調整等）
知事、副知事の公務が円滑
に進むよう、日程調整、資
料の収集等を迅速・的確に
行います。

日程、資料の調整
を迅速・的確に行
うこと

Ａ

(迅速・的確な政策調整)
知事が政策判断等を行うに
当たり、必要な情報の収
集、整理を迅速・的確に行
うとともに、担当部局への
助言も行います。

情報の収集、整理
を迅速・的確に行
うこと

Ａ

各戦略プロジェク
トに掲げた目標を
達成した割合

Ｂ

健康生活コーディ
ネートプログラム
参加者数

Ｂ

健康生活コーディ
ネーターの育成数

Ａ

産学連携による新
たな健康づくり事
業化支援事業数

Ａ

観光客入込数 －
千葉県型介護予防
モデル事業参加者
数

Ａ

観光消費総額 －

県政に対する県民
の関心度（関心が
ある割合）
（地域政策情報：
時事通信社）

Ｂ

広報紙「ちば県民
だより」を「よく
読む」人の割合

Ｃ

広報紙「ちば県民
だより」の「情
報・内容のわかり
やすさ」を「良
い」と思う人の割
合

Ｂ

広報番組「躍動ち
ば21」の視聴率

Ｂ

千葉県ホームペー
ジへのアクセス件
数

Ｂ

（広聴活動の推進）
県民と一体となった県政運
営を推進していくために、
県民の意見・提言をきめ細
かく把握し、県政に反映さ
せ、県民の県政への参加が
容易に行えるような広聴活
動を展開します。

「ちばづくり県民
コメント制度」を
知っている人の割
合

Ｂ

平成１７年度　課所掌の基本施策事後評価結果一覧表

二次評価
結果

現状維持 現状維持

政策推進室

Ａ

（観光立県ちば推進ビジョ
ンの促進）
観光立県千葉の実現に向
け、「観光立県ちば推進ビ
ジョン」に基づき、関係機
関と連携しビジョンの具体
化を図ります。
また、全県的な観光立県へ
の機運を高め、地域での協
議検討の場を設置するな
ど、観光事業者、地域住
民、ＮＰＯ、団体等と一体
となって観光振興に取り組
みます。

観光ビジョンの具
体化や観光振興の
推進活動を行う組
織数

各プロジェクトを
円滑に推進するた
めの関係各課との
調整を図ること

Ａ

現状維持 現状維持

拡大 拡大

パブリシティ活動
による各種マスメ
ディアへの掲載件
数

Ａ

報道監 「県民にひらかれた県
政」を基本理念に、
「徹底した情報公開と
県民参加の推進」を図
ります。このため、県
民と県が県政情報を共
有することにより、県
政への提案・意見等が
活発に行われ､県民の県
政への参加が促進され
るよう戦略的で効果的
な「広報・広聴」を展
開します。

効果的な広報・
広聴の推進

（広報・広聴施策立案）
県内外に効果的に情報を発
信するため、各事業担当部
局と連携した広報計画を立
案し、各種広報媒体の一体
的な活用（メディアミック
ス）による戦略的重点広報
を積極的に展開します。
また、県民の県政への参加
機会を拡充し、広聴機能の
充実に努めます。

（広報活動の推進）
県の重要施策の取組みや本
県の持つ魅力等を県内外に
積極的に発信し、千葉県の
イメージアップを図るとと
もに、県民の県政参加に向
けて、県民との情報共有を
図るための広報活動を展開
します。

広報・広聴活動の推進につ
いては、概ね順調に進んで
います。具体的には
① 千葉県ホームページの
改良等により、アクセス件
数が増加
② 積極的なパブリシティ
により、千葉県情報のメ
ディア掲載件数が増加
③ 「千葉県ニュースリ
リース（市町村特集）など
により、県情報を市町村
で、また、市町村情報を県
を通じて積極的にメディア
へ情報提供
④ 広聴制度に寄せられた
県民の意見と県の対応状況
についての公表の拡充（年
1回から年2回）
などが挙げられます。
　一方で、「県の広報紙を
よく読む人の割合」が減少
していること（「時々読
む」人の割合を含めると、
横ばい状況）や「千葉テレ
ビの広報番組の視聴率が少
ない」ことから、県民に届
く県政情報について関心を
持っている県民の割合の伸
びが少なく、県政への参加
する機会を逃している状況
にあります。これにはいく
つかの要因があると考えら
れますが、そのひとつに
は、「県政情報・内容がわ
かりやすいと思う人の割
合」が少ないことから、情
報の提供方法や伝える内容
の表現に工夫の余地がある
と思われます。

Ａ

戦略プロジェク
トの推進

本県の最重点施策であ
る「戦略プロジェク
ト」を関係部局との連
携はもとよりあらゆる
主体との協働により効
果的･総合的に推進しま
す。また、「健康づく
りふるさと構想」に係
る施策展開により一人
ひとりの生活行動や健
康状態に応じた健康づ
くりプランを県民に提
供するとともに、観光
立県千葉を実現するた
めの「観光立県ちば推
進ビジョン」の具体化
や普及啓発を行いま
す。

成人の肥満者
（BMI≧25.0）の
割合

（戦略プロジェクトの総合
的な推進）
各プロジェクト事業の進捗
状況を常に把握し、円滑な
推進に向けた調整を行い、
併せて効果的な情報発信を
行います。
また新たな取り組むべき施
策の調整及び推進を行いま
す。

日頃から日常生活
の中で、健康の維
持・増進のために
意識的に体を動か
すなどの運動をし
ている人の割合

（「健康づくりふるさと構
想」の推進）
16年度のモデル事業から得
られた事業の効果を広く周
知することなどにより参加
市町村の増加を促し、健康
生活コーディネートプログ
ラムの参加者の拡大を図
り、生活習慣病や寝たきり
予防に努め、地域社会の活
力の向上に努めます。
また本事業を全県的に広げ
ていくため、民間をも巻き
込んだ事業展開を図るとと
もに元気な中高年齢者ばか
りでなく、要支援・要介護
（軽度）者等を対象とした
健康づくりを推進します。
さらに、県民の多様な健康
ニーズに対応するため、新
たな健康サービスの事業化
を促進します。

Ⅰ　戦略プロジェクトの総
合的な推進は、概ね適切に
実施しました。
　その理由としては、①各
プロジェクト主務課と連携
しながら進行管理等を行い
戦略プロジェクトを推進し
たこと、②「あすのちばを
拓く10のちから（改定
版）」の策定にあわせ、庁
内横断的な施策の検討が図
り、当面３年程度先を見通
した11の戦略プロジェクト
のテーマ案を策定したこ
と、③そのテーマと今年度
の推進状況を踏まえなが
ら、２００６アクションプ
ランの策定にあわせ、庁内
横断的な施策の検討が図
り、戦略プロジェクト案を
策定したこと、が挙げられ
ます。
Ⅱ　「健康づくりふるさと
構想」の推進は、概ね順調
に進んでいます。
その理由としては、①日ご
ろからの健康づくりに対す
る意識の高まりがみられた
こと（意識的に運動してい
る人の割合が男性で0.3ポ
イント､女性で2.0ポイント
上昇）、②成人男性の肥満
者の割合は低下（4.1ポイ
ント減少）していることか
ら、一定の成果を挙げるこ
とができました。一方､中
年女性の肥満者の割合につ
いては1.8ポイント増えて
いることから､推進の成果
が挙がっていない状況で
す。
Ⅲ　「観光立県ちば推進ビ
ジョン」の推進は、概ね順
調に進んでいます。
その理由としては、①ビ
ジョンに掲げる各プロジェ
クトについて、各課と連携
し推進をしたこと②花や
ペットに関するモニターツ
アーを実施し新たな観光の
可能性を検証したこと③地
域において観光を活かした
地域づくりの動きが進んで
いることが挙げられます。

Ｂ

知事室 知事、副知事の秘書業
務と知事の政策調整を
推進する組織として、
庁内関係各課との連絡
調整を行うとともに、
日程や資料の調整、来
客対応、渉外業務等を
行います。

知事、副知事の
円滑な公務遂行
のサポート

　知事・副知事の日程調
整、資料調整など概ね順調
に進んでいます。
　政策協議について、知事
と担当課との間でよく調整
機能を果たしました。
　来客対応、渉外業務につ
いても、適切な対応をして
おります。

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

資料　１
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

県政について「よ
くやっている」又
は「まあまあだ」
と評価した県民の
割合

Ｂ

生活環境について
「良いほう」と評
価した県民の割合

Ａ

［政策評価制度］
施策・事業の改善
に政策評価が役
立ったと思ってい
る職員の割合

Ｃ

［大規模公共事業
等事前評価制度］
評価対象案件につ
いて評価を確実に
実施した割合

Ａ

［試験研究評価制
度］
研究課題評価に対
して対応方針を作
成した割合

Ａ

各評価制度に関す
る県ホームページ
へのアクセス件数

Ａ

県民の意見を十分
に踏まえた独自性
のある千葉県国土
利用計画の策定

Ａ

土地利用動向調
査、土地利用現況
把握調査、土地所
有・利用実態調査
を期日までに確実
に実施した割合

Ａ

八都県市首脳会
議、関東地方知事
会議、全国知事会
議の提言等に基づ
く国等への要望及
び意見表明

Ａ

「国の施策・予算
に対する提案・要
望」に対して国が
措置した割合

Ｂ

業務核都市等整
備、首都圏整備に
係る国への要望・
提案回数

Ａ

各種施策の調査、
大学と地域の連
携、ＰＦＩ事業の
推進、つくばエク
スプレス沿線地域
のまちづくりと産
業拠点の形成及び
愛知万博の催事の
企画・運営等に係
る総合調整を的確
に実施すること

Ｂ

現状維持現状維持

アクションプラン
に掲げた「最終成
果指標」の目標を
達成した割合

－

（県民ニーズや社会情勢の
変化に的確に対応した戦略
的・重点的施策等を推進す
るための総合的な調整）
県民ニーズや社会情勢の変
化に的確に対応した戦略
的・重点的施策等を推進す
るため、大学と地域の連
係、ＰＦＩ事業の推進等、
関係者に対して総合的な調
整を行います。

（県政重点施策の策定及び
推進）
県民ニーズや社会情勢の変
化に的確に対応した戦略
的・重点的施策を推進する
ため、「あすのちばを拓く
１０のちから」及び「ちば
アクションプラン」等の策
定・見直しに係る企画及び
総合的な調整を行います。

（千葉県国土利用計画及び
千葉県土地利用基本計画の
策定・変更、管理）
持続可能な県土づくりを目
指した土地利用のあり方に
関する調査研究を行うとと
もに、地域の課題に対応で
きる国土計画制度に向けた
提言・要望を行い、千葉県
国土利用計画、土地利用基
本計画の策定・変更、管理
による県土の総合的かつ計
画的な土地利用を図りま
す。

（各種会議での提言、国の
施策・予算に対する提案・
要望等）
国から地方への権限や財源
の移譲、県域を越える広域
的な連携により、県政の戦
略的・重点的施策を推進す
るため、全国知事会、八都
県市首脳会議での提言や国
の施策・予算に対する提
案・要望等に関する企画及
び総合的な調整を行いま
す。

（政策評価、大規模公共事
業等事前評価、試験研究評
価の各制度の推進）
政策評価、大規模公共事業
等事前評価、試験研究評価
の各制度を適切かつ円滑に
推進することにより、マネ
ジメントサイクルを確立し
ます。また、職員の意識改
革を図り、県民への説明責
任を果たします。このこと
によって、徹底した情報公
開と県民参加による県政の
もと、県民ニーズに対応し
た効果的・効率的な県政運
営を実現します。

現在、県をとりまく情
勢は、少子・高齢化な
どの人口構成の変化、
人々の価値観やライフ
スタイルの多様化、
国・地方を通じた財政
の危機的状況、三位一
体改革をはじめとした
地方分権の進展など、
大きく激しく変化して
おり、県には、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、柔軟かつ適
切に対応していくこと
が求められています。
このため、２１世紀型
の地方自らの手でつく
る真の地方自治の確立
及び県民一人一人や地
域の個性を尊重し、発
揮できる県づくりを目
指して、アクションプ
ランを中心とした部局
横断的な重点的施策等
に係る企画や総合的な
調整を行うほか、政策
評価などの各種評価制
度を実施することによ
り、戦略的な県政運営
をリードしてまいりま
す。

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

（17年度）
企画調整課
（18年度）
企画調整課
政策推進室

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
び総合的な調整は概ね適切
に行われ、以下のとおり一
定の成果をあげることがで
きましたが、一部に課題が
残っています。
・「あすのちばを拓く10の
ちから」を改定し、概ね5
年から10年を見通す県の中
長期的な基本方針を示すと
ともに、18年度の施策・事
業展開を取りまとめた「ち
ば2006年アクションプラ
ン」を策定し、「あすのち
ばを拓く10のちから」の具
体的な施策・事業展開を示
すことができました。
・政策評価制度では、16年
度事後評価、平成17,18年
度の事前評価を実施・公表
するとともに評価のための
指導を充実させ、施策の達
成状況についてより明確に
把握できるようにしまし
た。しかし、政策評価と予
算編成の効果的な連携は限
定的でした。大規模公共事
業等事前評価制度について
は、「木更津警察署庁舎新
築工事」及び「千葉ニュー
タウン地区高校整備事業」
を対象に評価を行い、県の
基本方針を確定し、事業着
手の妥当性の十分な検証及
び意思形成過程の透明化が
図られました。また、試験
研究評価制度については、
45の重点的な研究課題に係
る対応方針を策定・公表
し、県民ニーズに対応した
効率的・効果的な研究活動
を推進することができまし
た。
・千葉県土地利用基本計画
の変更を実施するととも
に、第4次千葉県国土利用
計画の策定作業に先立ち、
県土利用のあり方を検討す
るための中間報告をまとめ
ました。
・全国知事会議、八都県市
首脳会議等を通じて、広域
的課題等について国に働き
かけを実施した結果、地方
分権の実現に向けた地方税
財源の充実強化について
は、概ね3兆円規模の税源
移譲を含む三位一体改革の
決着がみられました。しか
し、負担金削減が行われる
など、地方行財政の自立と
いう視点から見ると十分と
は言えないものでした。
・また、構造計算書偽装問
題で制度の不備が露呈した
建築確認制度については、
法改正の準備が進められま
したが、本県が強く要望し
た指定確認検査機関の法的
責任の明確化については、
見直されない方向での改正
案が国会に上程されるなど
問題が残りました。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況
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結果
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／上位成果指標
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課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

認定特区・地域再
生計画に位置付け
られた（導入し
た）規制の特例措
置、及び支援措置
の総数（累計）

Ａ

特区計画で規制の
特例を導入した延
べ市町村数（累
計）

Ａ

市町村を申請主体
とする特区計画・
地域再生計画の新
規認定数

Ａ

分権フォーラムの
開催

Ａ

県内市町村との意
見交換会の開催

Ｃ

（地域振興に関する基本的
な政策の策定・推進及び県
と市町村との連携確保に向
けた調整）
地域振興に関する諸計画等
の策定・進行管理を行うと
ともに、市町村に対する総
合的な支援に全庁横断的に
取り組むための調整を行い
ます。

市町村からの要望
等に対して実施若
しくは実施に向け
た検討を行った割
合

Ａ

（総合企画部の内部管理業
務及び全庁的な会議運営）
総合企画部の各施策を着実
に推進するための支援を人
事・予算面から行うととも
に、庁議等を開催し、県政
の重点的施策の実施に関し
て全庁的な総合調整を円滑
に行うことにより、県政の
一体性を確保します。

総合企画部及び企
画調整課内の予算
編成、組織・人事
管理などの支援業
務を的確に実施す
ること

Ａ

（特区・地域再生制度を活
用した県の重点施策の企画
調整及び市町村等における
制度の活用促進）
特区・地域再生制度を活用
し、県の重点施策の展開を
加速化し、地域の活性化を
図るとともに、県内市町村
等に対し、特区等の普及啓
発を進め、市町村等におけ
る制度の活用促進を図りま
す。

（地方行財政の自立を実現
するための基本的な考え方
の普及・啓発及び国等への
提言・要望、意見表明）
分権時代に対応した本県の
あり方等に関する基本的な
考え方について、庁内、県
内市町村等へ普及・啓発を
行うとともに、真の地方分
権を推進し、地方行財政の
自立を図るため、国や他の
地方自治体の動向等に適切
に対応した具体的な提言、
意見表明等を行っていきま
す。

・県政運営上緊急かつ重点
的に取り組む事項をとりま
とめ、国の施策に対する提
案・要望活動を行った結
果、「新事業創出型事業施
設整備事業」推進について
の要望で、県内２箇所のイ
ンキュベーション施設の整
備が決定されるなど一定の
成果をあげましたが、制度
の創設要望等について実現
されないものがあったこと
等から、全要望項目の達成
率は79％となりました。
・経済財政諮問会議をはじ
め、国による分野横断的な
政策動向の収集・情報の共
有を行ったことにより、よ
り実効性の高い施策の推進
を促進することができまし
た。
・東葛飾北部地域において
新たな補助事業を開始し、
大学と地域の連携を進める
きっかけとなったほか、Ｐ
ＦＩ等に係る全庁的な取組
の促進を行いました。
・地域政策や県政の主要政
策のうちで、特に総合調整
の度合いの高い案件につ
き、庁内の連絡調整等によ
る調整を行い、政策展開の
円滑性の向上を図りまし
た。
・特区計画（新規）3件、
（変更）5件を申請し、認
定されたほか、2回行った
特区提案では、計４の規制
緩和項目を提案し、うち1
項目が「現行の規定により
対応可能」、1項目が「提
案の実現に向けて対応を検
討」とされました。しか
し、近年、地方や民間から
新たな規制緩和を求める特
区提案について、実現率が
低下しています。
・地域再生計画（新規）2
件、（変更）2件を申請
し、認定されました。しか
し、法制化に伴う支援措置
は、必ずしも地方にとって
使い勝手のよいものとなっ
ていません。
・地方分権の推進に関し、
全国知事会等と連携しなが
ら提言・要望活動を行い、
国に対する働きかけを行い
ました。
・「南房総地域半島振興計
画」（第3次計画）を策定
し、南房総地域の広域的、
総合的な振興に資する活性
化の方向性を示すことがで
きました。
・18年度予算編成に、16年
度事後評価及び18年度事前
評価を連携させたことによ
り、部内各課の施策の重要
度が認識できるようになり
ました。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

国際交流・協力団
体数

Ａ
千葉の国際協力構
想によるモデル活
動数

Ａ

千葉ウィスコンシ
ン協会個人会員数

Ｂ

多文化共生モデル
事業採択数

Ｂ

外国人学生住居ア
ドバイザー事業相
談件数

Ｂ

（国際化推進のための基盤
確立及び連絡調整等）
NPO、市町村、関係団体と
の連携協力関係を強化する
とともに、旅券の発給手続
きに関する情報提供などを
通じて円滑発給を進め、本
県の国際化を推進する基盤
を確立します。
　また、防衛施設周辺地域
に係る連絡調整、有事法制
に係る総合調整、非核平和
事業などを行います。

県のホームページ
「旅券」へのアク
セス件数

Ａ

企画調整課

三番瀬再生計画の
定期的な検証・改
定

Ｂ

（三番瀬再生計画の策定）
三番瀬の再生を総合的に推
進していくために、三番瀬
再生会議に諮問し、三番瀬
再生計画（基本計画及び事
業計画）を策定します。

三番瀬再生会議の
開催

Ａ

県庁ホームページ
（三番瀬コー
ナー）のアクセス
件数

Ａ

三番瀬サテライト
オフィスの訪問者
数

Ａ

国の委託調査１８
調査と県単独調査
５調査を確実に行
うこと

Ａ

調査を円滑かつ適
切に行うため国の
説明会に参加した
回数

Ａ

千葉県ホームペー
ジの統計データ利
用（アクセス）件
数

Ｃ

国委託調査を行う
ため市町村担当者
へ説明会を実施し
た回数

Ａ

国委託調査及び県
単独調査を行うた
め統計調査員へ説
明会を実施した回
数

Ａ

統計課で提供して
いる統計データ数

Ａ

県庁各課で個別に
提供している統計
データを統計課
ホームページに集
約化した件数

Ａ

（各統計調査の適切な執
行）
引き続き各統計調査を県民
の十分な理解を得ながら、
調査を円滑かつ適切に行い
ます。

（統計データの充実と利用
しやすい統計の提供）
千葉県ホームページでの統
計情報をより利用しやすく
するため、県庁各課が提供
している統計情報の集約化
といっそうの統計データの
充実を図って行きます。

統計課 統計課は、統計法など
の関係法令に基づく国
の指定統計調査に係る
実施機関の要としてそ
の役割を担うととも
に、県単独調査の円滑
かつ正確な調査を実施
します。
また、統計は、利用者
にとって利用しやすい
ものでなくてはならず
多様な利用者の多様な
利用形態に応えられる
ようなデータの充実と
利用しやすい統計の提
供を行っていきます。

各統計調査の適
正な執行及び統
計データの充実
と利用しやすい
統計の提供

東京湾の奥部に残され
た貴重な干潟・浅海域
である三番瀬について
は、県の埋立計画を中
止し、その再生につき
三番瀬再生計画検討会
議（円卓会議）におい
て、徹底した情報公開
と住民参加による政策
提言型の｢千葉モデル｣
方式により検討がなさ
れ、平成１６年１月に
再生計画案が知事へ提
出されました。
このような経緯を踏ま
え、自然環境の保全と
地域住民が親しめる海
の再生に向けて、徹底
した情報公開と県民参
加のもと、広く県民の
理解と関心を深め、三
番瀬再生計画を策定し
総合的な推進を図りま
す

三番瀬の自然環
境の再生

（地域からの国際交流・国
際協力と人材育成の推進）
県民が主役となった国際交
流・国際協力の促進や、そ
の原動力である人材育成を
図るため、県の国際政策の
企画及び各部局の総合調整
を行うとともに、世界的な
視野に立った施策を展開
し、世界に貢献する千葉県
づくりを推進します。

（外国籍県民にも暮らしや
すい環境整備）
外国籍県民について、とも
に地域に暮らす生活者の視
点から、言葉、教育、医
療、情報等の面で暮らしや
すい地域づくりを図るた
め、県の国際政策の企画及
び各部局の総合調整を行う
とともに、様々な施策を展
開し、世界に開かれた千葉
県づくりを推進します。

人やモノ、情報などの国を
超えた相互交流の進展は、
産業、金融、教育など県民
生活の広範な分野にわたっ
て、激しく、しかも急速に
進んできており、また、IT
（情報通信技術）の急速な
浸透により、国境や時間の
壁を越えて千葉県が直接世
界とつながる時代となって
います。
これを、多様性を生かした
活力ある県づくりや世界に
おける千葉県の知名度向上
への機会と前向きに捉え、
成田空港や千葉港を擁する
本県の特性を最大限活用
し、あらゆる県民生活の分
野において、県民の力、地
域の力を生かしながら、
「ゆるぎない世界の中の千
葉」を戦略的に創造してい
きます。
そのために、「世界と交流
し世界へ貢献する千葉県づ
くり」、「外国籍県民にも
住みやすい千葉県づく
り」、「世界へ通用する国
際人の育成」、「国際競争
力を高める戦略的環境整
備」を推進し、「国際化」
をキーワードとして、県民
の力、地域の力が一層増大
していくことを目指しま
す。

国際化施策の推
進

現状維持 現状維持三番瀬の自然環境の再生
の実現に向けて概ね順調
に進んでいますが、一部
に課題があります。
県の取組みについては、
三番再生会議の開催やパ
ブリックコメントの実施
などにより、三番瀬再生
計画（基本計画及び事業
計画）の策定作業を進
め、基本計画（案）と事
業計画（素案）を作成し
ましたが、今後、計画を
確定させる必要がありま
す。
また、三番瀬に関する情
報発信やＮＰＯ等との協
働によるイベントを通じ
て、県民の三番瀬に対す
る理解と関心を深めるな
ど、一定の成果をあげる
ことができました。

国際化施策を概ね順調に
推進することができまし
た。
国際交流の推進について
は、新たにデュッセルド
ルフ市との交流が本格的
に始まりました。また、
日本・米国中西部会日米
合同会議に参加し、千葉
県の紹介を行いました。
国際協力では、「千葉の
国際協力に係る懇話会」
を設置し、本県として取
り組むべき国際協力の方
向性や内容について議論
するとともに、本県の環
境改善に関する知見を活
用し、ベトナムにおいて
住民参加型の生活環境改
善事業をモデル活動とし
て実施しました。
外国籍県民にも暮らしや
すい環境整備について
は、市町村の担当者や市
民団体を対象に多文化共
生に係る講演会を開催し
ました。また、外国籍児
童生徒を受け入れる学校
の教員や生活支援団体等
を対象に研修会を開催し
ました。
旅券業務については、パ
スポート発給を円滑に実
施しました。

（三番瀬に係る情報発信）
県庁ホームページや三番瀬
サテライトオフィスの有効
活用、ＮＰＯとの協働によ
るシンポジウム等の開催に
より、県民の理解と関心を
深め、県民参加による円滑
な三番瀬の再生へ役立てま
す。

拡大拡大

各統計調査の適正な執行
及び統計データの充実と
利用しやすい統計の提供
に向け、概ね順調に進ん
でいますが、一部に課題
があります。
①国の委託統計調査及び
県単独統計調査は、定め
られた期日までに確実に
実施されましたが、②千
葉県ホームページの「統
計情報の広場」へのアク
セス件数は目標を達成で
きませんでした。

現状維持 現状維持

（17年度）
企画調整課
（18年度）
政策推進室
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

水道事業体等が利
根川水系から都市
用水（水道用水・
工業用水）を安定
的に取水できる水
量の割合
（暫定水利権の解
消）

Ａ

（水資源対策の推進）
安定的な水源を早期に確保
できるよう、水資源開発施
設の事業主体である国や関
係都県及び利水者ととも
に、工程管理・コスト縮減
などに取り組みます。

利根川水系水資源
開発施設の整備進
捗率

Ａ

上水道施設に係る
水質・断水事故発
生件数
（断水戸数100戸
以上）

Ｂ

（水資源の有効利用）
水源の不足が見込まれる水
道事業体の水道用水とし
て、房総臨海地区工業用水
の一部を転用し、既存水源
の有効活用を進めます。

工業用水の一部
（毎秒1.7立方
メートル）を水道
用水に転用

Ａ

水道事業未設置団
体数

Ａ

知事所管水道事業
体に対する経営及
び施設管理等に係
る現地指導・調査
実施件数
（実施率累計）

Ａ

赤字経営の水道事
業体数

－
職員一人あたりの
給水収益

－

危機管理マニュア
ルの作成事業体数
（作成率累計）

Ａ

（今後の県内水道のあり方
検討）
水道料金や市町村財政負担
の格差是正、危機管理体制
の充実、水道未普及地域の
解消、経営基盤の強化等、
様々な課題の解決に向けた
検討を進めます。

今後の県内水道の
あり方に関する方
針策定のための検
討

Ａ

成田空港の旅客数 Ｃ
2,500メートル平
行滑走路の完成の
推進

Ｂ

成田空港の貨物取
扱量

Ｃ

成田財特法に基づ
く成田国際空港周
辺地域整備計画進
捗率

Ａ

成田財特法に基づ
く成田空港周辺地
域整備計画進捗率

Ａ
空港周辺の住宅防
音工事の推進率

Ａ

成田空港に関する
四者協議会の覚書
の内容を確認・協
議しその実現に努
めます。

－

つくばと都心間の
公共交通所要時間
（つくばエクスプ
レスの整備）

Ａ
つくばエクスプレ
スの開業準備

Ａ

成田空港と都心間
の鉄道所要時間
（成田新高速鉄道
の整備）

Ａ
成田新高速鉄道に
係る環境影響評価
手続き

Ａ

県が出資する鉄道
会社の営業係数

－
東葉高速鉄道の営
業利益

－

県が出資する鉄道
の１日平均乗車人
員

－
東葉高速鉄道の１
日平均乗車人員

－

地域における生活
バス路線数

－
北総鉄道の営業係
数

－

主要駅のｴﾚﾍﾞｰ
ﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ設置
割合

Ａ
北総線の１日平均
乗車人員

－

乗合バス車両にお
ける低床化車両の
割合

－
いすみ鉄道の営業
係数

－

芝山鉄道の１日あ
たりの乗車人員

－

（鉄道新線の整備促進）
つくばエクスプレスの整備
を促進し、常磐線の混雑緩
和や首都圏の交通利便の向
上と、新たな生活都市空間
の整備を図ります。また、
成田新高速鉄道の整備を促
進し、成田空港への利便性
の向上を図ります。

（既存鉄道の維持及び利便
性の向上）
東葉高速鉄道、北総鉄道、
いすみ鉄道、芝山鉄道、京
葉臨海鉄道について、関係
機関と協力しながら、経営
支援策を検討・実施するな
どにより、経営健全化と自
立経営を促進します。

交通計画課 交流と連携の基礎とな
る鉄道網とバス網の整
備を通じ、県民の交通
利便性の確保・向上を
図ります。

公共交通機関に
よる県民の利便
性の向上・確保

空港地域振
興課

首都圏の国際拠点空港
である成田空港の機能
拡充と優位性を生かし
た地域振興及び周辺地
域と成田国際空港が共
生していくための環境
対策、共生策を関係機
関と連携しながら進め
ます。
また、羽田再拡張事業
について、再拡張後の
飛行ルート等に関する
「確認書」＊に基づ
き、国土交通省が約束
した事項の履行確認を
行うとともに、再拡張
後の飛行ルートの更な
る改善、関係市町村が
必要とする対策の実現
等について引き続き同
省と協議を行います。

成田空港の機能
拡充と地域振
興・共生策の推
進及び羽田空港
再拡張事業への
対応

－
羽田再拡張事業に
関する国土交通省
との協議

羽田再拡張後の飛
行ルート等に関す
る「確認書」に基
づく、国土交通省
が約束した事項の
完全履行及び関係
市町村が必要とす
る対策の実現

（空港周辺地域の騒音対
策・共生策）
空港周辺における航空機騒
音による障害の防止を行い
ます。
また、地域振興連絡協議
会、成田空港に関する四者
協議会等により空港に関す
る諸問題の解決に努め、周
辺地域と成田空港との共生
の実現に努めます。

（羽田空港再拡張事業への
対応）
羽田再拡張後の飛行ルート
等に関する｢確認書｣に基づ
き、国土交通省が約束した
事項の履行確認を行うとと
もに、再拡張後の飛行ルー
トの更なる改善、市町村が
必要とする対策の実現等に
ついて同省と協議を行いま
す。

－

水政課 水は、県民が健康で文
化的な生活を営み、ま
た、産業・経済活動を
支えるうえで、欠くこ
との出来ない資源で
す。
本県では、地理的・地
形的に水資源に恵まれ
ていないため、各水道
事業体等が必要とする
安定した水源を確保す
るとともに、県民が安
心して飲める安全な水
の供給を目指します。

安定した水源の
確保と県民への
安全な水の供給

現状維持 現状維持

安定した水源の確保と県
民への安全な水の供給に
向けて概ね順調に進んで
います。
その理由として、①水道
事業体等が安定的に取水
できる水量の割合が前年
度より２％増加し、安定
水源の確保に向けて進捗
したこと、また、②１町
が簡易水道事業に着手
し、水道普及率の向上が
見込まれること、③赤字
団体数の減少が見込ま
れ、水道事業体の健全経
営が推進されたことから
県民への安全な水の供給
が図られていることが挙
げられます。
なお、平成１７年７月の
地震により、断水事故
（断水戸数100戸以上）
が１件発生しました。

現状維持 現状維持

（水道事業体の経営・施設
指導）　水道事業体が県民
に安全な水を供給するた
め、水質検査危機管理等に
ついて、知事所管水道事業
体への現地指導・調査を進
めます。また、料金格差の
是正や経営基盤強化を図る
ため、補助金等の交付や指
導を行います。

（成田国際空港の機能拡充
と地域振興）
2,500メートル平行滑走路
整備を推進するために，地
元市町村などとともに出来
る限りの協力をします。
また、空港周辺地域の振興
策として、「成田空港周辺
地域振興計画」及び「成田
空港周辺地域整備計画」に
掲げられた事業の推進に努
めます。

平成17年8月に国は、北
側延伸による2500ｍ平行
滑走路の整備を成田国際
空港㈱に指示しました。
羽田再拡張事業について
は、「確認書」に基づく
国との協議を開始しまし
た。

現状維持 現状維持

公共交通機関による県民
の利便性の確保・向上に
向けて概ね順調に進んで
います。この理由とし
て、①つくばエクスプレ
スについて、駅前広場や
上下水道等沿線の整備や
バス路線の確保等を図
り、17年8月24日に開業
したこと、②成田新高速
鉄道について、環境影響
評価や都市計画決定等の
工事着手前に必要な手続
きが終了したこと、③県
が出資する第3セクター
鉄道について、平均乗車
人員は微減であるもの
の、経営改善の取組みに
より営業係数はやや改善
していること、④バス路
線の維持確保について
は、生活バス路線数が微
減であるものの、バリア
フリー化については、2
年間で駅の段差解消が
9.5ポイント、バスの低
床化が20.5ポイント向上
し、公共交通機関のバリ
アフリー化が進んでいる
ことなどが挙げられま
す。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

（バス路線の維持確保及び
利便性の向上）
バス路線の維持確保を図
り、利便性を向上させるこ
とにより、住民の生活を支
えます。

バス運行対策費補
助の対象系統数

Ｂ

（公共交通機関のバリアフ
リー化の推進）
誰もが利用しやすい公共交
通機関を目指して、駅のエ
レベーター、エスカレー
ター設置、低床ノンステッ
プバスの導入に対する補助
を行います。また、市町村
が基本構想を作成すること
を支援するため、必要な助
言や情報提供などを行いま
す。

交通バリアフリー
法に基づく基本構
想を作成した市町
村数

Ｂ

社会のあらゆる分
野において、指導
的地位に女性が占
める割合

－
次期千葉県男女共
同参画計画の策定

Ｃ

県の審議会等の女
性委員の割合

Ｂ

男女共同参画計画
を策定した市町村
の割合

Ａ

男女共同参画に関
する事務の担当部
署が組織上位置付
けられている市町
村の割合

Ｃ

ＤＶに対する認識 －

民間ＤＶ被害者支
援活動団体数

Ａ

県が関与するＤＶ
被害者支援に係る
研修の受講者数

Ａ

（男女共同参画社会の実現
に向けた計画の策定及び推
進体制の確立）
男女共同参画施策を総合
的、効果的に展開するた
め、次期千葉県男女共同参
画計画を策定します。ま
た、ＤＶを防止し、被害者
の自立を支援するため、
「千葉県ＤＶ防止・被害者
支援基本計画（仮称）」を
策定します。

（市町村・民間団体等の活
動支援及び連携）
市町村、民間団体等への情
報提供等による支援や女性
センターの機能拡充を行う
とともに、連携強化を図
り、地域の推進体制整備を
促進します。

（ＤＶ被害者支援）
ＤＶ被害者一人ひとりが、
どこでも、安心して安全・
平穏な生活をおくることが
できるよう必要な支援を行
うとともに、全県的なＤＶ
相談支援体制の整備を促進
します。

男女共同参
画課

男女共同参画社会の実
現に向け、「市町村の
主体的取組の促進」、
「県民活動の促進及び
連携」を施策展開の基
軸として、市町村や民
間団体の活動支援、全
県的なＤＶ被害者支援
体制の整備・充実等、
重点的に展開し、男女
共同参画の促進を図り
ます。

男女共同参画社
会の実現

男女共同参画社会の実現に
向けては、概ね順調に進ん
でいますが、一部に課題が
あります。
・ 男女共同参画社会の実
現に向けた計画の策定及び
推進については、平成16年
9月に実施した県民意識調
査では、「男は仕事、女は
家庭」との考え方につい
て、初めて「そう思わな
い」とする回答が男女とも
に過半数を超えるなど、県
民の意識は着実に変化して
いることがうかがえます。
しかし、平成17年度の県政
世論調査で、県民の４割以
上が「男女共同参画社会づ
くりの実現に当たって重要
な分野」だと考えている行
政の政策方針決定過程にお
ける女性の参画は、まだ立
ち遅れている状況にあり、
指標の一つである県の審議
会等における女性委員の割
合は平成17年度で26.3％に
留まり、「千葉県男女共同
参画計画」（第１次）に掲
げる30％を達成することが
できませんでした。また、
市町村の取組についても、
男女共同参画計画を策定し
た市町村は、46.4％と、目
標の40％は超えたものの、
未だ全市町村の半数以下に
留まっているほか、組織上
男女共同参画を位置付けて
いない市町村も18％あるな
ど、依然として大きな地域
差が見られ、県として一層
の取組が必要となっていま
す。
・ 千葉県では平成17年9月
に「千葉県男女共同参画計
画策定作業部会」を立ち上
げ、県民と行政の協働によ
り、白紙の段階から第2次
の「千葉県男女共同参画計
画」策定を進めているとこ
ろであり、平成18年3月に
骨子案の発表と、県民意見
の公募を実施しました。今
後、平成18年前半までに計
画を策定し、新しい計画に
沿って男女共同参画社会の
実現に向けた取組を着実に
進めていく必要がありま
す。
・ ＤＶ被害者支援に関し
ては、これまでの取組によ
り県内関係各団体との緊密
な連携が図られ、ＤＶに関
する認識も高まってきまし
た。平成18年3月には、
「千葉県ＤＶ防止・被害者
支援基本計画」を策定した
ところです。今後、この計
画に沿って、更に取組を進
めてまいります。

現状維持 現状維持
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部局名：総　務　部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

財政削減額 Ａ

職員削減数 Ａ

（行財政システム改革行動
計画の一層の推進）
14年10月に作成、実施して
いる「千葉県行財政システ
ム改革行動計画」の進捗状
況を毎年点検し、公表して
きました。　現計画は16年
度で終了するため、次期計
画を策定し、行革への途切
れない取組みを進めます。

千葉県行財政シス
テム改革行動計画
の推進

Ａ

人的資源の最大限
の活用と組織のパ
フォーマンスの向
上を通じた、質の
高いサービスを提
供できる県庁の実
現

Ａ

（適正な人事・給与制度の
推進）
社会経済情勢等の変化に即
応した適正な人事給与制度
を実現していきます。更
に、限られた人員を重点的
に配置することで、アク
ションプランを強力に展開
し、自立性と特色ある県政
が進められるようにしま
す。

全庁の組織体制や
人員配置、給与制
度の適正化等を的
確に行うこと

Ａ

拡大 拡大

（企画・立案その他内部管
理的な業務）
総務部内の各施策が着実に
進むように必要な調整等を
行います。

総務部内の予算編
成及び各施策が着
実に進むように必
要な調整等を的確
に行うこと

Ａ

財政の健全化（赤
字体質からの脱
却）

Ｂ
歳出削減及び歳入
確保に向けた取組
み

Ｂ

新たなプランの策
定

Ａ

（財政調整機能の強化）
財政システムの変革に伴
い、全庁的な調整機能、財
政制度の変革や資金調達の
多様化への対応などの機能
強化に向け、組織、機能等
の再構築を推進します。

より専門性を備え
た組織、職員配置
への転換

Ａ

県有財産の効率的
な管理、処分

Ａ

（県有財産の管理、処分）
適正な維持管理を行なうと
ともに、財政の健全化に資
するため、未利用県有地の
積極的な売却処分の促進等
を図ります。

未利用県有地の売
却

Ａ

物品の購入・契約 Ｂ

（物品等の契約）
物品等の調達手続きの透明
性、競争性の向上を図ると
ともに、調達価格の低廉化
及び事務の効率化を図りま
す。

物品等電子入札の
導入

Ｂ

県警本部新庁舎の
整備

Ａ

（県警本部新庁舎の整備）
老朽化及び狭隘化している
現県警本部庁舎について、
県庁南庁舎用地に建設しま
す。

県警本部新庁舎の
整備

Ａ

二次評価
結果

目標の達成状況総括

Ａ

管財課 庁舎の整備及び適正な
維持管理に努めるとと
もに、現下の厳しい財
政状況の中で、契約方
法の改善など新しい行
政システムの構築や未
利用県有地の売却など
更なる歳入確保に向け
た取組を行うなど、県
有財産の効率的な管理
施策を一層推進しま
す。

県有財産等の維
持管理

（財政の健全化）
「千葉県財政再建プラン」
の着実な推進を図り財政の
健全化を図っていきます。
また、現在の財政再建プラ
ンの実施期間が平成１７年
度までとなっていることか
ら、新たなプランを策定
し、財政構造の改革と財政
システムの変革に取組みま
す。

財政課 本県財政は、平成14年度決
算で82億円、15年度決算で
32億円と2年連続の赤字と
なるなど、依然として非常
に厳しい財政状況にありま
す。
平成16年度当初予算編成に
おいては、部局への枠配分
方式を導入し、年間の収支
不足は生じなかったもの
の、依然として公債費や人
件費等義務的経費の負担は
大きく、今後も厳しい財政
運営を強いられることが見
込まれます。
このような危機的状況を踏
まえ、大胆に財政構造の改
革と財政システムの変革に
取組み、財政再建団体への
転落を回避するとともに、
赤字体質からの早期脱却を
図ります。

財政の健全化

総務課

人的資源の最大限の活
用と組織のパフォーマ
ンスの向上及び行政改
革の推進を通じて、常
に職員の意識改革を促
し、時代を先取りし、
かつ、県民の目線に合
わせた効率的な業務執
行を行える行財政経営
基盤を確立し、県民に
質の高いサービスを提
供できる県庁の実現を
図ります。

内部管理業務、
総務部関係政策
の立案・調整な
ど

（職員の意識改革と、意
欲・成果を重視した人事制
度への転換）
「目標チャレンジプログラ
ム」の仕組みを活用しなが
ら、人財開発と職員の能力
や意欲を組織に活かす、客
観的で公正な人事評価シス
テム導入を進め、新たな人
事制度への転換を図りま
す。また、職員能力開発セ
ンターにおいて、職員研修
の高度化・専門化を図り戦
略的な政策運営を担う人財
開発を推進します。

目標チャレンジプ
ログラムの本格実
施

人的資源の最大限の活
用と組織のパフォーマ
ンスの向上及び行政改
革の推進を通じて、常
に職員の意識改革を促
し、時代を先取りし、
かつ、県民の目線に合
わせた効率的な業務執
行を行える行財政経営
基盤を確立し、県民に
質の高いサービスを提
供できる県庁の実現を
目指します。

県庁経営改革の
断行

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

県有財産の維持管理の実
現に向け順調に進んでい
ます。
未利用県有地の売却につ
いては、入札参加者の負
担軽減のため、入札制度
の改善（郵便入札制度の
導入）を行い目標を達成
することができました。
県警本部新庁舎建設の事
業者の決定及び南庁舎入
居組織の仮移転は完了し
ました。

財政の健全化の達成に向
けて概ね順調に進んでい
ますが、一部に課題があ
ります。
16年度決算は黒字とな
り、17年度も黒字となる
見込みで、財政の健全化
の達成に向けて進んでい
ますが、危機的な財政状
況を脱したとはいえない
状況です。

拡大 拡大

拡大 拡大

県庁経営改革の断行に向
けて順調に進んでいま
す。
この理由としては、平成
17年10月に、平成20年度
までの行財政改革の方
向、取組を明らかにする
新たな行財政システム改
革行動計画を策定したこ
とが挙げられます。
また、平成18年2月に、
平成18年度から22年度ま
での5年間を計画期間と
した、新たな定員適正化
計画を策定しました。

　内部管理業務、総務部関
係政策の立案・調整などを
適切に実施しました。
　その理由として、①給与
構造の改革に関する人事委
員会勧告に基づき、地域手
当の新設及び勤務成績に基
づく昇給制度の導入等を内
容とする給与改定を実施し
たこと。また、貢献度をよ
り的確に反映し、人材流動
化にもより対応できるよ
う、国に準じて退職手当制
度を改正するなど、社会経
済情勢等の変化に即応した
給与制度への見直しが行な
われていること、②適切な
人員配置によりアクション
プランが着実に展開されて
いること、③関係部局や部
内での調整により、必要な
連携が的確に行なわれ、部
の施策が着実に進んでいる
ことや文化の日表彰の功労
区分の見直し等を進めたこ
となどが挙げられます。

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

県税歳入予算に対
する県税収入の達
成率

－

県税の収入歩合 －

県税の滞納額 － 自動車税の滞納額 －

コンビニエンスス
トアでの自動車税
納付システム利用
率

Ｃ

税務電算システム
維持管理の適正

Ａ

電子申告システム
の導入

Ａ

普通会計決算にお
いて実質収支が赤
字の団体を出さな
いこと（赤字団体
数）

Ａ
自主財源の確保状
況として、市町村
税の徴収率

Ａ

個人情報保護条例
の制定市町村数

Ａ

分権新時代・市町
村総合補助金の
執行状況（予算額
及び実績）

Ａ

（仮称）自治体新
政策交流会議の実
施回数

Ａ

政策法務研修実施
回数

Ａ

（適正かつ公平な課税事務
の執行）
各県税事務所における課税
客体の調査、課税標準の決
定等の適正な事務の推進に
より、適正かつ公平な課税
事務を執行します。

各県税事務所にお
ける課税事務の適
正な執行

市町村課

（滞納額の縮減）
滞納額が特に多い個人県民
税と自動車税を中心に、納
税者の自主納税の促進と積
極的な滞納整理により、滞
納額の縮減を図ります。
自動車税については納付手
段と機会の拡大のため、コ
ンビニエンスストアでの納
付システムを適正に運用し
ます。

（円滑な税務行政の運営）
税務電算システムの適正な
維持管理等により税務事務
の効率化に努めるととも
に、電子申告システム導入
により申告手続の利便性の
向上を図ることとして、税
務行政を円滑に運営しま
す。

税務課 県政運営の財政的基盤
である県税収入を確保
するため、適正かつ公
平な賦課徴収に努める
とともに、県税務行政
の円滑な運営を図って
いきます。

県税収入の確保

（市町村の行財政基盤の強
化）
市町村の行政運営の適正合
理化、財政構造の改善な
ど、市町村の行財政運営全
般について、助言と情報提
供を行うとともに、これに
関連する事業の実施や制度
の運営を行うことで、市町
村の行財政基盤の強化を図
ります。

地方分権社会を支える
市町村が、地域の特性
を活かし、自立した主
体的な行財政運営が行
えるよう、市町村の自
主的・創造的な取組に
対する財政的な支援、
県と市町村職員の交
流、主体的な地域づく
りへの意識の醸成や政
策法務能力の向上を図
るための支援などを実
施し、住民サービスの
向上を図ります。

市町村に対する
助言・支援

（市町村の自主的・創造的
施策展開の促進）
市町村が自主的・創造的な
事業を展開するための各種
の支援を行うことにより、
市町村とのよりよい協力関
係の確立を図ります。

・ 市町村は、集中改革プ
ランの策定等行財政改革に
積極的に取り組んでいると
ころでありますが、市町村
財政において、歳入面で
は、景気の回復傾向を受
け、市町村税は、徐々に回
復に向かいつつあるもの
の、国の三位一体改革等に
よる影響等から依然厳しい
状況にあり、一方、歳出面
では、公債費が依然高水準
であることや扶助費の増加
傾向が続いており、これを
補うために各市町村は、基
金の取り崩しなどにより対
応するなど、その財政運営
は非常に厳しい状況にあり
ます。このような中、市町
村が抱える行財政運営上の
問題点等を市町村からの照
会及び各種調査等から的確
に把握し、市町村が適切な
解決策を講じられるように
助言等を行ったため、普通
会計決算の実質収支赤字団
体を出さないことができる
見込みです。また、歳入の
市町村税の徴収率について
も、市町村が抱えている困
難事案に対する助言、県税
務職員の派遣及び県税事務
所への市町村職員の研修等
を行った影響もあり、前年
度徴収率を０．４ポイント
上回り１５年ぶりに上昇に
転じました。
・ 市町村の自主的・創造
的施策展開の促進に向けて
概ね順調に進んでおりま
す。分権新時代・市町村総
合補助金については、補助
対象全ての団体に総合補助
金を交付（67団体）しまし
た。また、自治体政策交流
会議の開催、市町村からの
相談への現地訪問も含めた
対応などを実施いたしまし
た。さらに、合併市町村の
一体的なまちづくりへの支
援に関しては、新しいまち
づくりに関する研究会の開
催や、市町村から要請の
あった分野への県職員の派
遣など、新市町の体制づく
りに向けて全庁を挙げて支
援しました。これらの取組
により、地方分権社会を支
える市町村が、地域の特性
を活かし、自立した主体的
な行政運営が行え、住民
サービスの向上を図ること
ができたと考えておりま
す。
・ その他の事業・事務
（内部管理及び住民基本台
帳ネットワーク事業等）を
概ね適正に実施いたしまし
た。

税収の確保については、
順調に進んでいます。

拡大 拡大

Ａ

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

市町村合併の件数 Ａ

（自主的な市町村合併の促
進）
市町村合併に対する取組へ
の支援と、県民等への情報
提供を強化することによ
り、自主的な市町村合併を
促進します。 市町村合併に関す

るホームページア
クセス数

Ａ

（市町村への権限移譲の推
進）
住民の利便性の向上や市町
村の自主性・自立性の強化
を図るため、現在県が行っ
ている事務のうち、住民に
身近の事務は、可能な限り
市町村が行うことを目指
し、市町村への権限移譲の
推進を図ります。

権限移譲の事務数 Ａ

県政情報の公表に
関する要綱に基づ
く公表件数

Ａ

行政資料有償頒布
対象種類

Ａ

情報公開請求の実
人数

Ａ

郵送等による請求
受付率
（H15年度郵送の
み、H17年度以降
通信機器による受
付導入）

Ａ

情報公開ページへ
のアクセス件数

Ａ

行政文書等の写し
等の交付件数
（情報提供による
写しの交付）

Ａ

請求日から３０日
以内に開示決定等
を行った割合

Ａ

堆積した異議申立
案件数

Ｃ

政策法務に全庁的
に取り組むこと。

Ｃ
条例等整備方針に
よる条例化事項の
条例化率

Ｃ

条例等整備方針に
よる規則化事項の
規則化率

Ｃ

（企画法務を担当できる職
員の確保―基礎法務の向
上）
地方分権改革後の自治体
は、政策を立法化しなけれ
ばならない。そのために
は、条例等の設計（企画法
務）を担当できる職員が本
庁各課に1人以上必要とな
る。

各課に企画法務を
担当できるレベル
の法務担当者を１
人以上配置するた
め研修等により職
員を養成する。

Ａ

政策法務委員会の
年6回以上の開催

Ａ

重要な政策法務案
件に関するプロ
ジェクトチーム設
置率

Ａ

政策法務アドバイ
ザー会議の開催回
数

Ａ

特殊分野に関する
アドバイザーの活
用

Ａ

分権型社会における市
町村は、住民に最も身
近な基礎自治体とし
て、これまで以上に自
立性の高い市町村への
転換が必要であること
から、行財政基盤の強
化や行政の効率化を図
るため、市町村合併に
対する取組の支援と県
民等への情報提供によ
り、自主的な市町村合
併を推進します。

情報公開の推進に向けて、
概ね順調に進んでいます。
その理由として、①県政情
報の公表に関する要綱に基
づく公表件数が基準年（15
年度）より289.4％増加
し、文書館等が保有する県
政情報が充実したこと、②
行政資料有償頒布対象種類
が基準年（15年度）より
102.1％増加とほぼ同種類
を維持したこと、③情報公
開ページへのアクセス件数
が基準年（17年度）より
138.7
％増加し、インターネット
（千葉県ホームページ）に
よる県政情報の入手が進展
したこと、④情報公開請求
の実人数が基準年（15年
度）より129.8％増加し、
情報公開制度の利用促進が
図られたことなどが挙げら
れます。
　なお、行政資料有償頒布
対象種類が基準年（15年
度）とほぼ同種類であった
のは、電磁データによる千
葉県ホームページへの県政
情報の公表促進が影響して
います。

地方分権改革の進展に
伴い、機関委任事務が
廃止され、地方自治体
は、国の通知・通達に
頼ることなく、地方の
現場の必要性から自立
的に、法を解釈し、条
例等の自治立法を進
め、訴訟に対応し及び
法制評価を実施するこ
とが求められていま
す。政策法務とは、こ
のような地方自治体の
政策に関する法務的な
対応のことを指し、政
策法務課は、政策法務
の全庁的な取組みが活
発に行われることを目
指します。
具体的には、庁内各課
とりわけ各部政策室と
ともに、行政課題を部
局横断的・総合的に解
決することを前提とし
た体制の整備（政策法
務委員会・プロジェク
トチーム・政策法務ア
ドバイザー）、基礎的
な法務能力の向上（政
策法務研修）、条例・
規則等の審査（自立的
解釈に基づく審査法
務）、訴訟の維持を実
施します。

政策法務の推進

（法務に関する外部資源の
活用）　政策法務アドバイ
ザー等の活用により、政策
法務に関する外部資源から
必要な情報やアドバイスを
得る。

自主的な市町村
合併の推進

（条例等整備方針による条
例等の整備－法務環境の整
備）
地方自治法で定められた必
須条例化事項及び千葉県と
して条例化すべき事項とし
て定めた任意条例化事項に
ついて条例化を進めること
により、行政の透明性を高
め、県民の権利を保護す
る。

政策法務課 「県民に開かれた県政
の実現」のため、情報
公開制度及び個人情報
保護制度の推進に取り
組むとともに、行政資
料有償頒布の推進及び
県政に関する情報提供
の充実に努めます。

情報公開の推進

Ａ

(情報公開・個人情報保護
制度の周知・徹底)
改正された情報公開・個人
情報保護条例の適正な運用
を図るため、事務研修会を
開催するとともに実施機関
との個別協議を進めます。
また、新たに設置する情報
公開推進会議では、情報公
開制度の運営の改善につい
て、県民各界各層の意見を
取り入れ検討し、併せて、
情報公開に関する苦情の処
理を進めます。

情報公開・個人情
報保護等事務研修
会

（利便性の向上と情報提供
の推進等）
請求手続きの利便性の向上
のため、通信機器による請
求の受付を行います。
また、請求者の意向を的確
に判断して公表情報の案内
をするとともに積極的に情
報提供を推進し、請求の処
理では担当課と協議して早
期開示等を進めます。
さらに制度の円滑な運用を
阻害する堆積した異議申立
案件の処理を進めます。

（法務的行政課題の総合的
な解決）
各部次長級の委員による政
策法務委員会・関係課によ
る企画法務プロジェクト
チーム・迅速な訟務対応・
確実な法規審査・正確な公
益法人管理により、法務案
件の部局横断的な検討と解
決を図る。

拡大自主的な市町村合併の推進
に向けて概ね順調に進んで
おります。１１地域３５市
町村の合併により、県内の
市町村数は、８０市町村
（３３市４２町５村）か
ら、平成１８年３月末に
は、５６市町村（３６市１
７町３村）に再編されまし
た。県としても分権型社会
の基盤となる足腰の強い基
礎自治体の形成に向けて一
定の成果があったものと考
えております。一方で、法
定協議会の設置に至りなが
ら合意に至らず、協議会を
解散した地域が１０件（う
ち５件は枠組再編の上復
活）あり、また町村が点在
するなど県が補完的事務を
行う上でも課題が出てきて
います。
平成の合併は、明治、昭和
の合併と異なり分権の視点
からの合併であるという基
本認識のもと、千葉県とし
ては、市町村合併を分権型
社会にふさわしい基礎自治
体づくりと位置づけ、新合
併特例法による市町村合併
推進構想を策定し、今後も
引き続き自主的な市町村合
併を推進していきます。

現状維持 現状維持

「政策法務の推進」に向
けて条例等整備方針を通
じて全庁的取組を進めて
いますが、一部に課題が
あります。
　条例等整備方針につい
ては、条例の整備に至っ
たものはないものの、対
象件数88件のうち知事規
則の制定、改正あるいは
要綱の制定、改正等によ
り、17年度中に9件
（10.2％）について対応
しました。
　しかし、このままで
は、5年以内に条例等の
整備の必要性を判断し必
要な対応をとるという当
初の目標は大幅に遅延す
る見通しです。

拡大 拡大

拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

私立学校助成事業 Ａ

保護者負担軽減関
連事業を実施して
いる学校数

Ｂ

子育て支援実施園
数（預かり保育）

Ｂ

（学校法人等の自律的な運
営）
学校法人等の会計等が適切
に処理され，自律的で適正
な学校運営が行われるよう
検査指導を実施します。
また，法令に基づき各種届
け出を受理するとともに私
立学校審議会への諮問等を
行います。

学校法人等に対す
る検査指導件数

Ａ

（宗教法人の認証等）
　宗教法人法に基づき宗教
法人に係る適正な認証等を
行います。
規則認証に当たっては，宗
教団体としての適切な運営
について指導します。

宗教法人法に基づ
く宗教法人に係る
適正な認証等

Ａ

Ａ

学事課 １　本県の私立学校に
通う生徒児童等の割合
は，高等学校で３割，
幼稚園では８割強であ
り，専修・各種学校等
を含めると約１７万人
が私立学校に在籍して
います。
このように公教育の一
翼を担っている私立学
校が，時代のニーズや
変化に対応した柔軟で
多様な特色ある教育を
行うことにより，子ど
も達一人一人の良さや
可能性が伸ばされてい
ます。
学事課では，私学教育
の重要性を考慮し，私
立学校及び学校法人に
係る認可，指導，補助
金の交付等を通じて，
私立学校の健全な運営
を確保し，私学教育の
振興を図ります。
２　憲法で保障された
信教の自由のもと，宗
教法人法に基づき宗教
法人に係る適正な認証
等を行います。

私学教育の振興
及び宗教法人の
認証

私学教育の振興

私学教育の振興及び宗教
法人の認証を適切に実施
しました。
私学助成事業として、一
般経常費補助等の事業を
実施し、教育条件の維持
向上、修学上の経済的負
担の軽減及び学校経営の
健全化を図るとともに、
学校法人等の会計等が適
切に処理され自律的な学
校運営を図るため、学校
法人等に対し検査指導を
行いました。
　宗教法人の認証につい
ても、適切に実施しまし
た。

（私立学校助成事業）
私立学校の振興を図り，私
立学校の健全な経営と生徒
の修学上の負担軽減を図る
ため，学校法人が設置する
学校の運営に要する経常的
な経費に対し助成します。
また，教育改革の推進に必
要な特別経費（国際化・生
徒指導充実・社会人活用・
子育て支援）に対し助成し
ます。さらに，私立高等学
校の授業料減免・入学金軽
減の事業等も併せて実施し
ます。

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

被災者数
※死傷者及び住家に
被害を受けた人数

Ａ
地域防災計画の修
正

Ｂ

災害による住家被
害数
※全半壊、一部損
壊、床上床下浸水

Ａ
油流出事故対策の
充実（マニュアル
の見直し）

Ａ

住宅火災による死
者数

Ｃ
(仮称)防災情報
ターミナル（基
地）ちばの整備

Ａ

西部防災センター
利用者数

Ａ

自主防災組織の組
織率

Ｂ

（地震への対策強化）
南関東直下型地震、東海地
震など大地震の発生の切迫
性が指摘されており、予
防・応急・復旧対策を強化
し、避けられない震災の減
災対策と一刻も早い県民生
活の再建を図ります。

災害備蓄している
市町村の率

Ａ

（石油コンビナートの防災
体制の充実）
石油コンビナート地区は、
ひとたび事故が発生すると
大規模な災害に拡大するお
それがあることから、国、
県、市及び企業の一体的、
有機的な防災体制の確立を
図ります。

石油コンビナート
等防災計画の修正
（災害想定及び消
火戦術の検討）

Ａ

市町村が行う消防
施設・設備等の整
備に対する助成

Ａ

救急救命士数 Ａ

（様々な危機から県民の暮
らしを守る体制の充実強
化）
様々な危機から県民の暮ら
しを守る体制の充実強化を
図ります。

千葉県国民保護計
画の策定

Ａ

インターネット世
帯普及率

－

光ファイバーによ
るインターネット
サービスの利用可
能市町村数

Ａ

ブロードバンド契
約数世帯比
（DSL、CATV）

Ｂ
地域ＩＴ化推進協
議会主催講演会等
への参加人数

Ｂ

インターネットで
可能な申請・届出
の割合

Ａ
県の業務に係る電
子申請・届出受付
手続数

Ａ

電子申請システム
の共同利用市町村
数

Ａ
参加市町村が共同
で利用する電子申
請システムの開発

Ａ

県のコンピュータ
システムの安定稼
働を図ること

Ａ

（基幹業務システムの管
理）
給与・財務等の基幹業務シ
ステムの安定運用を図りま
す。

基幹業務システム
の完全停止件数

Ａ

（ホストコンピュータ及び
ホストコンピュータの安定
稼働とともに、庁内・国及
び市町村とのネットワーク
の運用管理を図ります。

ホストコンピュー
タ・オンラインの
完全停止件数

Ａ

給与等の内部事務
の効率化
（人件費/処理対
象職員数）

Ａ

（給与等の内部事務経費の
削減）
職員の給与等の内部事務に
係るコストを削減するた
め、職員を削減し業務を人
材派遣会社に委託します。

給与等内部事務実
施機関数・対象人
員

Ａ

（職員住宅・寮の維持管理
費の削減）
職員住宅等の維持管理に係
るコストを削減するため、
職員住宅廃止計画に沿い順
次管理戸数を減少させ、維
持管理費を削減します。

職員住宅管理戸数 Ａ

（職員の健康の維持）
職員の健康を維持するた
め、職員健康診断の受診率
の向上に努めます。

職員健康診断受診
率

Ｂ

消防地震防
災課

関係機関等との連携強
化をはじめとして、県
の防災体制の充実を図
ることにより、災害・
大規模事故及び様々な
危機を未然に防ぐとと
もに、災害等の発生時
には被害を最小限に抑
え、県民の生命･身体･
財産を保護します。

防災・危機管理
体制の充実強化

ＩＴ化の推進

内部事務の集中
処理

総務ワーク
ステーショ
ン

厳しい財政状況の中、
給与・福利厚生等の内
部事務については、コ
ストを削減し、適正か
つ統一的な執行を図る
必要があることから、
事務を集中化し効率的
な運営の確立と人材の
一層の有効活用を図る
ことを目的とします。

防災・危機管理体制の充
実強化の実現に向けてお
おむね順調に進んでいま
す。この理由として、①
千葉県防災懇談会やタウ
ンミーティングでの意見
を反映させた千葉県地域
防災計画の修正案がまと
まったこと、②防災情報
システムの詳細設計・プ
ログラム開発、防災行政
無線実施設計の実施、③
石油コンビナート等防災
訓練及び防災査察を実施
したこと、④八都県市合
同防災訓練をはじめ各種
防災訓練を実施したこ
と、また、千葉県消防広
域応援隊を発足させたこ
と、⑤自主防災組織活動
支援シンポジウムを開催
し定員を超える参加を得
たこと、⑥１７年度新た
に、６月６日から１２日
の期間に危機管理週間を
実施し、危機管理意識を
醸成したこと、⑦千葉県
国民保護計画を１８年１
月に策定したこと、ま
た、全国瞬時警報システ
ム（J－ALERT）の実証実
験に伴う住民避難訓練を
実施したこと、などが挙
げられます。
　また、被災者数及び災
害による住家被害数につ
いては、１６年と比較し
て大幅に減少しています
が、風水害や地震などの
自然災害の発生状況に左
右されるため、今後も被
災者数等の軽減に努めま
す。

　内部事務の集中処理に
向けて順調に進んでいま
す。
　この理由としては、給
与等の内部事務の対象人
員が4,000人（企業庁
等）ほど増加したこと、
また、対象人員一人当た
りに係る経費が約18,400
円減となっていることが
挙げられます。

情報政策課 「ＩＴを身近に感じら
れる社会の実現」を目
指し、市町村、企業等
との役割分担と連携の
もとに、本県における
情報化施策の調整を図
りながら部局横断的に
取り組み、効率的に情
報化を推進します。
１　システム及び情報
通信環境の整備、管理
を行い、２４時間・３
６５日いつでも、どこ
でも、誰でもが利用で
きる質の高い行政サー
ビスの提供を推進しま
す。
２　住民にとって最も
身近な市町村と共同で
取り組むことにより、
千葉県全体の電子自治
体の構築を推進しま
す。
３　産・学・官・民が
連携し、ＩＴを活用し
個性豊かで活力に満ち
た地域社会の実現、住
民福祉の向上に取り組
みます。

（ＩＴ政策の企画・立案・
推進）
情報化施策を計画的・効率
的に推進するため、全庁的
見地から総合調整を行うと
ともに、「千葉県地域ＩＴ
化推進協議会」等を通じて
産・学・官・民が連携し、
地域の情報化に取り組みま
す。

（防災意識の普及・啓発）
災害による被害を最小限に
食い止めるには「自らの身
は自ら守る」「自分たちの
まちは自分たちで守る」と
いう、「自助」と「共助」
が最も重要であることか
ら、県民のみなさんの取り
組まれる防災活動への支援
や、地震・火災等への対策
の正しい知識の普及に取り
組みます。

（市町村消防等への支援）
大規模災害やテロ、建築物
の高層化などにより、消防
需要は複雑化・多様化して
います。こうした消防需要
に的確に対応し、時代に即
応した消防力の強化を図る
とともに、救急救命士を養
成し、県民の救命率の向上
を図ります。

拡大

ＩＴ化の推進の実現に向
けて順調に進んでいま
す。この理由として、①
高速インターネット接続
可能地域（ＡＤＳＬ）が
全局（２０８局）に整備
されているが、ＡＤＳＬ
より高速な光ファイバー
利用サービス利用地区が
３６市町村に拡大したこ
と、②県における電子申
請システムの開発が完了
し３月に稼動したこと、
③電子申請システムの適
用業務の拡大にあたって
事務の標準化が進んでい
ることなどが挙げられま
す。

現状維持 現状維持

（電子自治体の推進）
簡素で効率的な事務処理
と、県民や企業等にとって
利便性の高い行政サービス
の提供を推進します。ま
た、市町村と連携しなが
ら、電子自治体の構築を積
極的に推進します。

（制度・体制の充実）
いつ発生するかわからない
災害に備えるため、県、市
町村等防災関係機関はもち
ろんのこと、県民をはじ
め、NPO、ボランティア、
事業者が協働した効率的な
防災体制の確立を図りま
す。

拡大 拡大

拡大
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部局名：健康福祉部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

住み慣れた地域で
安心して暮らせる
医療体制にあると
感じている人の割
合

Ａ
「健康福祉千葉特
区」の認定市町村
数

Ｃ

「新たな地域福祉
像」の認知度

Ｂ
地域福祉計画策定
市町村数（累計）

Ｃ

健康福祉部内各
課・職員の業務等
の状況を把握し、
適正な組織運営・
予算配分に努めま
す。

Ａ

他部局との総合調
整を行うととも
に、部内職員に必
要な情報が共有さ
れるよう、迅速な
情報の収集・提供
を行い、部の施策
の企画や取りまと
めを行います。

Ａ

人権問題講演会参
加者数

Ａ

ちばハートフル・
ヒューマンフェス
タ参加者数

Ａ

人権啓発の放送広
報回数

Ａ

人権啓発の新聞等
広報回数

Ａ

人権啓発ビデオ貸
出本数

Ａ

人権啓発資料の作
成部数

Ｂ

企業等における研
修会等の開催数・
参加者数

Ｃ

市町村職員に対す
る研修会の開催
数・参加者数

Ａ

人権啓発活動委託
市町村数

Ａ

市町村職員等に対
する集中講座の開
催数・参加者数

Ａ

（市町村との連携）
県内の人権啓発活動を推進
し、地域住民の人権意識の
向上を図るため、県と市町
村との連携・協力関係を強
化するとともに、市町村に
よる人権施策の積極的な取
り組みを支援します。

二次評価
結果

目標の達成状況総括

「健康福祉千葉方式」によ
る各種計画及び施策の企
画・立案・展開について
は、概ね順調に進んでいま
すが、一部に課題がありま
す。
健康福祉部においては、①
子ども、障害者、高齢者等
の対象者を横断的に捉えた
施策展開、②施策の企画段
階から当事者を含めた県民
と行政が協働し一体となっ
た施策展開を特徴とする
「健康福祉千葉方式」を推
進しています。17年度にお
いても、千葉県地域福祉支
援計画の推進や「ちば2006
年アクションプラン」の策
定にあたり、民間の委員か
らなる作業部会等と協働し
施策の検討、展開を図りま
したが、「新たな地域福祉
像」の認知度は前年度と比
較して低下しています。な
お、成果指標の低下につい
ては調査手法が異なること
も影響していると考えま
す。
また「千葉県保健医療計
画」の策定については、県
民の視点に立った見直しに
向け作業を　　進めました
が、国における医療制度改
革の動向により計画策定を
１８年度としました。一
方、関係課と協働した施策
展開の結果、「住み慣れた
地域で安心して暮らせる医
療体制にあると感じている
人の割合」は増加を示して
います。

人権啓発の推進を概ね適
切に実施しました。その
理由として、①ちばハー
トフル・ヒューマンフェ
スタの参加者が１，００
０人となり、人権に対す
る理解を推進できたこ
と、②人権啓発資料を
６，３００部作成し、研
修会や講演会等で活用
し、人権に対する理解を
推進できたこと、③新
聞、テレビ、ラジオ等に
よる人権啓発広報の実施
により、県民に幅広く啓
発を行ったことなどが挙
げられます。なお、人権
啓発ビデオの貸出は、前
年度と比べ２３本増加し
ていますが、さらに企
業、学校、市町村等で幅
広く活用されるよう、積
極的にＰＲしていく必要
があります。

施策展開の柱

（人権に対する理解を促
進）
人権に対する理解を促進す
るため、県民に親しみやす
い教材等を整備・作成した
り、あるいはそれらを用い
た研修会等を推進します。

（「健康福祉千葉方式」の
推進）
「健康福祉千葉方式」によ
る健康福祉政策の企画・立
案及びモデル的な事業の実
施などを行います。

（政策の立案・調整、その
他の事業・事務）
健康福祉部内の各事業・事
務の円滑かつ効率的な推進
を図るため、人事、予算、
経理などの内部管理事務及
び関係部局との連絡調整事
務を行うほか、施策目的の
実現に資する企画・立案や
その他の事業・事務を行い
ます。

幼児期からの人権意識
の醸成や県民、企業、
関係団体など社会の構
成員全ての参画と協働
により、県民一人ひと
りが人間として尊重さ
れ、安心していきいき
と暮らせる社会を創造
し、６００万県民の心
のバリアフリーの実現
を目指します。

人権啓発の推進

県民の健康福祉の向上
を図るため、県民の
ニーズに応える健康福
祉に関する各種計画及
び施策を、「健康福祉
千葉方式」により企
画・立案し、その展開
を促進します。

健康福祉政
策課

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

健康福祉政策の
企画・立案、連
絡調整事務、内
部管理事務

最終成果指標
／上位成果指標

（人権に対する意識の向
上）
人権に対する意識の向上を
図るため、県民に親しみや
すく参加しやすい形態や各
種広報媒体を用いた啓発活
動を推進します。

有識者で構成する
千葉県人権施策推
進委員会において
人権施策の見直し
や点検、推進効果
の評価を行う。

Ａ

拡大 拡大

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

地域総合コーディ
ネーターの育成数

Ａ

「健康福祉千葉方
式」の新世代リー
ダー育成数

Ｂ

健康福祉センター
及び市福祉事務所
に対する法施行事
務監査実施数

Ａ

指定医療機関に対
する個別指導実施
数

Ｂ

（旧軍人・遺族・被爆者等
援護対策）
旧軍人・戦傷病者・戦没者
遺族・被爆者援護業務につ
いて、各種援護業務の周
知、相談等を行います。ま
た遺家族等への各種給付金
の裁定、原爆被爆者手当の
認定等を的確に行います。

戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金
の支給認定件数

Ａ

あなたにあわせた
支援事業所設置支
援数

Ｃ

地域福祉計画策定
市町村数

Ｂ

ホームレス巡回相
談事業実施市町村
数

Ｂ

公益施設等の適合
証交付件数

Ｂ

県域での地域福祉
フォーラム及び広
域福祉フォーラム
の設置数

Ｃ

基本福祉フォーラ
ム及び小域福祉
フォーラムの設置
数

Ｃ

（情報及び統計）
総合情報提供システム「ち
ばウエルナビ」により、高
齢者・障害者・児童をはじ
めとするあらゆる県民の方
に必要な福祉施設サービ
ス・在宅サービスの情報を
提供していきます。また、
高齢者・障害者などに使い
やすいホームページの普
及・推進するため、「誰で
もつかえるホームページコ
ンテスト」を行います。

総合情報提供シス
テム「ちばウエル
ナビ」へのアクセ
ス件数

Ｂ

（災害対策）
大規模災害発生時に障害
者、高齢者などについて
は、応急救助や避難所運営
等において特別の配慮が必
要であることから、障害
者・高齢者向け災害対策マ
ニュアル等を整備し、要支
援者への支援を行っていき
ます。
また、災害発生時に迅速な
被害情報の収集に努め、災
害救助法などに基づき、的
確な応急救助対策を行いま
す。

障害者・高齢者等
に向けた災害対策
手引書の作成

Ｃ

自らの判断によ
り､ありのままの
姿で､地域におい
て明るく楽しく生
活していると感じ
ている人の割合

Ｂ

健康福祉指
導課

「千葉県地域福祉支援
計画」で示された①誰
もが、②ありのまま
に・その人らしく、③
地域で暮らすことがで
きる「新たな地域福祉
像」の実現に向けて、
県民一人ひとりが「自
らの生活が変わりつつ
ある」といった実感を
持てる施策を推進しま
す。
高度化、多様化する県
民の福祉ニーズに的確
に対応していくため、
第一線で活躍できる福
祉人材の養成・確保を
図ります。
生活保護法の適正実施
を推進するため、健康
福祉センター及び市福
祉事務所を指導しま
す。
旧軍人・遺族・被爆者
等の援護の充実を図り
ます。
感染症、食中毒など県
民の生命、健康を脅か
す様々な事態に対し、
県民の健康被害を最小
限とするため、庁内関
係課や関係団体、関係
機関等と連携し迅速か
つ適切に対策を講じて
いきます。

地域福祉の円滑
な推進

（福祉の人材育成・確保）
高度化、多様化する県民の
福祉ニーズに的確に対応し
ていくため、第一線で活躍
できる福祉人材及び次世代
を担う人材の養成・確保を
進めます。

（低所得者対策）　生活保
護法の適正実施を推進する
ため、各健康福祉センター
及び市福祉事務所の監査を
実施し、適正な実施に向け
た指導を行います。
また、生活保護法の指定医
療機関に対し、適正な実施
に向けた指導を行います。

（地域保健福祉の推進）
・介護保険制度や支援費制
度等の既存の公的制度では
不足するサービスや制度間
の隙間の部分に対応する
サービス「星の数ほどあな
たのために事業」を全県的
に展開します。
・「千葉県ホームレス自立
支援計画」に示されたホー
ムレスの自立支援のための
巡回相談や自立支援ハウス
などの事業を進めます。
・福祉サービスの向上と利
用者の良質なサービスの選
択を支援援するため、全て
の福祉サービスに横断的・
包括的な情報開示・第三者
評価システムを構築しま
す。
・中核地域生活支援セン
ター事業について、社会福
祉法人等への運営委託、指
導を実施するとともに、千
葉県弁護士会とのタイアッ
プモデル事業等により、機
能強化を図ります。

（福祉まちづくり･地域づ
くり）
「千葉県福祉まちづくり条
例」に基づき、高齢者や障
害者等が安全かつ快適に暮
らせるよう公益的施設等の
バリアフリー化に取り組み
ます。
また、「みんなでつくる新
しい（ブレーメン型）地域
社会」の実現に向け、小域
福祉圏の中で、子ども、障
害者、高齢者等の日常の移
動経路調査・検討を踏ま
え、移動経路に応じ、点か
ら面を捉えたまちづくりの
方向性を検討し、行政、民
間団体、県民一人ひとりの
取組みの指針となるまちづ
くり行動計画（仮称）を策
定します。

「地域福祉の円滑な推
進」の達成に向けて、順
調に進んでいます。
この理由として、「新た
な地域福祉像」の実現に
向け、県民と行政が協働
で設置した作業部会・研
究会による検討成果を踏
まえ、①福祉の人材育
成・確保するために、新
世代リーダー育成研修等
を実施するとともに、地
域総合コーディネーター
研修を4回にわたり実施
し、福祉人材の養成を
図ったこと。②地域保健
福祉を推進するために、
県内14箇所の中核地域生
活支援センターにおい
て、24時間・365日体制
での福祉の総合相談窓口
を設置し、１７年度は
50,204件の相談を受けた
こと。また、公的制度外
サービス事業所の創設支
援を行う「星の数ほどあ
なたのために事業」を県
内１０箇所で展開したこ
と。福祉サービスの向上
等を図るため、第三者評
価システムを構築し、16
施設においてモデル事業
を実施したこと。さら
に、ホームレス自立支援
計画に基づき、市町村や
民間ボランティアとの連
携のもと、巡回相談や自
立支援ハウスへの支援や
健康相談等を実施したこ
となどが挙げられます。

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

健康危機管理研修
参加者数

Ｂ

感染症対策技術者
育成数

Ａ

地域リハビリテー
ション支援セン
ター数

Ｂ

地域リハビリテー
ション支援セン
ターが行う研修回
数

Ａ

地域リハビリテー
ション支援セン
ターが行う訪問指
導回数

Ａ

基本健康診査受診
者数

Ａ

喫煙者数 Ａ

女性のための健康
相談数

Ａ

保健医療従事者の
研修受講者数

Ｂ

女性のための健康
教室

Ａ

性差を踏まえた保
健医療施策推進の
ための基礎データ
の収集分析

Ａ

感染症の集団発生
件数

Ｂ

エイズ相談件数 Ｂ

ＨＩＶ（エイズの
原因ウイルス）検
査件数

Ｂ

青少年を対象とす
る講習会

Ａ

難病相談・支援セ
ンターの設置

Ａ

重症難病患者入院
受入れ協力医療機
関数

Ｂ

Ａ

－

（感染症の予防）
新興感染症はその発生予測
が困難であり、まん延防止
対策が確立していないとい
う状況があることから、Ｓ
ＡＲＳ対策や鳥インフルエ
ンザ対策で構築した医療体
制や関係機関との連携体制
をさら強化していきます。
また、エイズ・性感染症の
まん延を防止するために
は、早期発見・早期治療が
重要であることから、若者
に重点をおいた啓発を強化
するとともに、若者が受け
やすい検査・相談体制の充
実を図ります。

（難病患者のＱＯＬ向上に
向けた支援策の推進）
（難病患者のＱＯＬ向上に
向けた支援策の推進）地域
で生活する難病患者の安定
した療養生活の確保と難病
患者及びその家族の生活の
質（ＱＯＬ）の向上を図る
ために、難病患者に対する
保健、医療、福祉等、日常
生活の全般にわたる総合的
な相談・支援や地域におけ
る難病患者等の受入れ病院
の確保、在宅療養上の適切
な支援体制の整備を行いま
す。

（総合的な女性の健康支援
の推進）
女性の健康支援を総合的･
体系的に推進するため、健
康福祉センターにおける健
康相談、保健医療関係者等
を対象とした研修会等を実
施し女性医療の質の向上に
努めるとともに、地域にお
ける支援ネットワークの構
築に努めます。また、女性
の健康に関するデータの収
集及び分析をし、性差を踏
まえた保健医療施策を推進
します。

（健康づくりの推進）
健康を増進し疾病の発生そ
のものを予防する「一次予
防」に重点を置き、生活習
慣病の早期発見、がん対
策、禁煙・分煙対策の推
進、地域リハビリテーショ
ン支援体制整備の推進、老
人保健事業の市町村支援、
口腔保健対策事業等を行い
ます。

(17年度)
健康増進課
(18年度)
健康づくり
支援課
疾病対策課

個人の健康観は人それ
ぞれに異なりますが、
健康でありたいという
願いはすべての人に共
通のものです。
本県における平成12年
の平均寿命は、男性が
78.05歳、女性が84.51
歳となっており、この
35年間で男女ともに約
10年延びています。長
寿化が進展する一方、
生活環境の変化等によ
り食生活や生活習慣の
乱れ、運動不足やスト
レスからくる健康への
悪影響が指摘されてい
ます。現実に、がん、
心疾患、脳血管疾患な
どの生活習慣病は死因
の６０％を占めるまで
になり、生活習慣病を
原因として痴呆や寝た
きりなどの要介護状態
になってしまう人が増
加しています。
このため、県民が主体
的に取り組む健康づく
りを推進し、疾病の発
生そのものを予防する
「一次予防」に重点を
置いた施策を展開し、
平均寿命をさらに延ば
すとともに、健康寿命
（痴呆や寝たきりにな
らない状態で自立して
生活できる期間）の延
伸、生活の質の向上を
目指します。

県民の総合的な
健康増進施策の
推進

６５歳時の平均自
立期間の延伸

自分で健康だと感
じている人の割合
の増加

平均寿命の延伸
（全国順位）

（健康危機管理）
　県民の健康を脅かす、
様々な健康危機事案に対し
て関係機関との組織横断的
なネットワークを活用し、
健康被害の原因物資の特定
を迅速に行い、被害を最小
限に抑えます。
また、平成１７年度新規事
業として、衛生研究所を健
康危機に係る情報の発信等
の拠点とし、県内外の健
康・安全情報の集約・蓄
積・分析等を行い、広く県
民が活用できる体制を整備
します。
さらに、健康危機対策の一
層の充実を図るため、感染
症対策技術者の育成や医療
関係者の研修を行います。

－

・県民の総合的な健康増
進施策の推進の実現に向
けて概ね順調に進んでい
ます。
　この理由として、｢平
均寿命の延伸」と｢65歳
時の平均自立期間の延
伸｣については17年度の
数値が判明していません
が、｢自分で健康だと感
じている人の割合」が12
年度の43.3％から70.2％
に増加したことが挙げら
れます。
　県の取組みについて
は、地域リハビリテー
ション支援センターの活
動、基本健康検査の受診
者数の増加、喫煙者数の
減少、女性のための健康
支援事業、感染症の集団
発生に対する対策、エイ
ズ対策、難病患者に対す
る対策などで、一定の成
果を上げることができま
した。
なお、エイズ相談件数に
ついては、目標に達しま
せんでしたが、これは広
報啓発を拡充したことに
より相談件数がおさえら
れたものと考えられま
す。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

小域福祉フォーラ
ムの設置数
（累計）

Ｃ

地域子育て支援セ
ンター設置数
（なのはな子育て
応援事業実施保育
所を含む。）

Ｂ

保育所の待機児童
50人以上の市町村
数

Ｃ

放課後児童クラブ
設置数

Ａ

まっ白い広場（プ
レーパーク）設置
数

Ｂ

乳児健康診査・１
歳６か月児健康診
査・３歳児健康診
査の未受診児の状
況把握

Ａ

思春期保健対策実
施保健所数

Ａ

総合周産期母子医
療センターの設置
数

Ａ

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）

Ｃ

母子家庭等就業・
自立支援センター
事業実績（求人情
報登録数）

Ｃ

母子家庭等就業・
自立支援センター
事業実績（就業実
績人数）

Ａ

児童虐待防止市町
村ネットワーク実
施市町村数

Ｂ

里親登録数 Ｂ

要保護児童の内、
里親への委託率

Ｂ

地域小規模養護施
設の設置数

Ａ

お年寄りが安心し
て暮らせる高齢者
対策についてよく
やっている及びま
あまあだと評価し
た人の割合

Ｂ

（高齢者福祉の推進）
高齢者福祉の推進を図るた
め、計画立案の段階から県
民が参加する、健康福祉千
葉方式に基づき、タウン
ミーティングなどを開催
し、できる限り大勢の県民
の意見を聴き、高齢者施策
の基本となる老人保健福祉
計画（第４次）を策定しま
す。
また、福祉や健康づくりの
拠点施設として我孫子市に
建設中の福祉ふれあいプラ
ザ（仮称）について18年度
オープンに向けた本格的な
整備を進めます。

老人保健福祉計画
策定に伴う、タウ
ンミーティング開
催回数

Ａ

（高齢者の生きがい対策及
び在宅福祉の充実）
高齢者の生きがい対策及び
在宅福祉の充実を図るた
め、学習機会の提供、地域
活動への参加促進、在宅で
の福祉サービスの充実及び
施設を利用した在宅福祉の
充実を推進します。

老人クラブ加入者
数

Ｂ

特別養護老人ホー
ム入所希望者数

Ｂ

特別養護老人ホー
ムの入所定員数

Ａ

認知症対応型共同
生活介護（グルー
プホーム）の入所
定員数

Ａ

（ひとり親家庭等への支
援）
ひとり親家庭等の誰もが、
地域社会の一員として人権
が尊重され、自立し、その
地域で健康で安心して生活
でき、子どもたちが希望を
持ち、いきいきと育つこと
ができる社会づくりをめざ
します。

児童家庭課 少子化の進行は、その
背景に核家族化や都市
化による家庭の養育力
の低下、かつては親族
や近隣から得られてい
た支援や知識が得られ
にくいという育児の孤
立、育児の負担感が大
きいこと、家庭生活と
の両立が困難な職場の
在り方、結婚や家族に
関する意識の変化、若
年失業の増大など若者
の社会的自立を難しく
している社会経済状況
といった問題が指摘さ
れており、「子どもを
生み、育てやすい社会
環境」が徐々に失われ
てきたことが主な原因
と思われます。
こうした中、県では、
市町村における次世代
育成支援対策の推進を
支援するとともに、
「新たな地域像」によ
る地域の子育てを目指
して、その実現のため
の具体的施策を盛り込
んだ「千葉県次世代育
成支援行動計画」を平
成１７年３月に策定し
ました。「千葉県次世
代育成支援行動計画」
の基本理念「子どもは
地域の宝　すべての子
どもと子育て家庭の育
ちを地域のみんなで支
える」の実現に向け
て、当事者の視点に立
ち、「子ども・若
者」、「親」、「地
域」の３つの領域に位
置付けた、次世代育成
支援のための必要な施
策を、分野横断的に推
進します。特に、中心
的役割を担う市町村の
主体的で積極的な次世
代育成支援対策への取
組みを強力に支援しま
す。

次世代育成支援
対策の推進

高齢者福祉
課

高齢者一人ひとりが安
心していきいきとする
暮らしの創造を実現す
るため、千葉県老人保
健福祉計画等に基づ
き、①高齢者の生きが
い対策の充実　②在宅
福祉サービスの充実
③老人福祉施設の充実
④高齢者の健康対策の
充実　⑤高齢者福祉の
総合的推進　に努めま
す。

高齢者福祉の推
進

（子どもへの虐待の防止、
児童の社会的養護の充実）
虐待の発生予防・早期発
見・早期対応・保護・自立
支援等切れ目のない対策を
講じるため、児童虐待防止
の抜本的な対策を検討して
いきます。市町村や児童相
談所等の相談体制やその機
能を強化・拡充すること
で、社会全体で虐待を生み
出さない環境づくりを目指
します。
また、被虐待児等の要保護
児童に対する社会的養護の
充実を図ります。

（老人福祉施設の整備促進
及び運営指導）
高齢化の進展に伴い、介護
援助等を必要とする高齢者
に対する介護保険制度を円
滑にするため、基盤施設と
なる特別養護老人ホーム等
の老人福祉施設の整備を進
めます。また、施設運営者
に対する指導に取組みま
す。

１　子育ての地域力の強
化
　地域子育て支援セン
ターが３９カ所、放課後
児童クラブが２７カ所増
加するなど、地域での特
性やニーズに応じた多様
な子育て支援の推進に一
定の成果を上げることが
できました。
　また、異年齢の子ども
達と群れて遊ぶことがで
きる「遊び場づくり」と
して、「まっ白い広場
（プレーパーク）」を今
年度２カ所設置すること
ができ、更に拡大を図り
ます。
２　子どもの健康、女性
の健康及び安心な妊娠と
安全な出産の支援
　１歳６か月児健診及び
３歳児健診については、
前年度の受診率より約
０．７ポイント高くなっ
ていますが、更なる向上
を目指します。
　思春期保健対策実施保
健所数は２保健所増加し
１０保健所で実施してお
り、思春期の子ども達の
様々な相談に応じるた
め、全保健所実施に向け
て整備を進めていきま
す。
３　ひとり親家庭等への
支援
　母子家庭等就業自立支
援センター事業による就
業人数は、累計で目標人
数を９７名上回る
２９５名が就業しまし
た。
４　子どもへの虐待の防
止、児童の社会的養護の
充実
　児童虐待防止市町村
ネットワークの設置市町
村数は、前年度比で６カ
所の増でしたが、平成
１７年度は１４カ所増加
しており、一定の成果を
上げることができまし
た。
　里親制度の充実を図っ
た結果、里親の数は２２
９組で、目標の２３８組
をほぼ達成（９６％）し
ました。
　また、地域小規模養護
施設の設置数は目標どお
り１カ所設置しました。

健康福祉千葉方式による
当事者を含めた県民の意
見を幅広く聞くことで県
民のニーズに合致した施
策を盛り込んだ千葉県高
齢者保健福祉計画を策定
しました。一方、お年寄
りが安心して暮らせる高
齢者対策については、満
足している割合が前年度
より７％減っていること
から、高齢者一人ひとり
が安心していきいきと暮
らし続けための地域社会
づくりの実現に向け、今
後、計画を着実に推進し
てまいります。

（子育ての地域力の強化）
地域の特性やニーズに応じ
た、地域での多様な子育て
支援を推進するため、地域
住民自らが実施主体となる
子育て支援の「地域力」を
高めるための施策や子ども
の遊び場などの施策を推進
します。

（子どもの健康と女性の健
康、安心な妊娠と安全な出
産の支援）
子どもが心身ともに健やか
に成長・発達し、愛情に包
まれた生活が送れるよう支
援します。　思春期からの
全ての女性及びその家族が
安心して快適な妊娠、出産
に臨み、母子ともに健康に
子育てができるよう、乳幼
児健診・相談事業や子育て
支援事業の推進など、母子
保健体制の充実に努めま
す。

拡大 拡大

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

障害者グループ
ホーム等定員数
（千葉市・船橋市
を除く。）

Ａ
障害者就労モデル
事業開業事業者数

Ｃ

障害者就労事業振
興センターの設置

Ａ

授産施設から一般
就労への移行

Ａ

障害者に対する差
別をなくすための
条例の制定

Ｃ

精神障害者地域生
活支援センターの
整備数

Ｂ

入所施設から地域
へ移行した障害者
（知的）

Ａ

通所授産施設の定
員数

Ａ
精神障害者退院促
進事業訓練実施者

Ｂ

手話通訳者・要約
筆記奉仕員の養成

Ｂ

補助犬の育成給付 Ｂ

重症心身障害児
（者）通園事業

Ｂ

障害者スポーツ指
導員の養成

Ａ

国民健康保険の安
定した事業運営指
導
（繰上充用実施保
険者）

Ｂ

老人医療費の伸び
の適正化

Ｂ

介護保険制度の安
定した事業運営

Ａ

（老人保健法(医療に係る
もの)の適正な施行）
保険診療の質的向上と適正
化図るため、保険医療機関
等に対して、診療方針、診
療請求手続き、保険医療の
事務取扱等について指導し
ます。
老人医療費の伸びを適正化
するため、推進組織を設置
して本県における老人医療
費の現状分析と地域特性の
把握を行い、市町村が取り
組む適正化対策のための情
報提供を行います。

老人医療費の現状
分析と特性

Ｃ

保険者に対する個
別実地指導回数
（介護保険事業）

Ｂ

介護支援専門員実
務研修修了者数

Ａ

障害福祉課 ①誰もが、②ありのま
まに・その人らしく③
地域で暮すことができ
る「新たな地域福祉
像」を実現するため、
健康福祉部では、千
葉・健康福祉の５原則
を理念に「健康福祉千
葉方式」による施策を
推進することとしてい
ます。障害福祉課では
障害者施策の総合調整
及び障害者福祉の担当
課として、このような
方針に基づき障害者が
その人らしく地域で暮
らせる社会の実現を目
指し、障害者の自立を
支援するために、グ
ループホーム（注）等
の住まいの場の確保、
日中活動の場としての
福祉作業所等の整備な
ど様々な施策に取り組
みます。

注　グループホーム・・・
地域社会の中における住宅
（アパート、マンション、
一戸建て等）において、数
人の障害者等が一定の経済
的負担を負って共同生活す
る形態。同居あるいは近隣
に居住している専任の世話
人により食事の提供、相談
その他の日常的生活援助が
行われる。

障害者福祉の充
実

Ａ

ショートステイ
（家族の介護の軽
減を図るために、
施設等に介護の必
要な障害者等を一
時的に入所させて
保護する制度）の
整備数

Ａ

本課基本施策の最重要課
題である障害者の地域生
活の移行については、そ
の基盤となるグループ
ホームやデイサービスセ
ンター等において、目標
を大きく上回る達成状況
でした。
　本年度の順調な達成状
況を踏まえ、引き続き重
点的な施策展開を図って
いくことが必要です。

障害者（児）デイ
サービス（デイ
サービスセンター
に通い、創作活動
や軽作業、日常生
活訓練等を行うこ
とにより、地域で
自立しようとする
のを支援するサー
ビス）整備数

（障害者施策の企画・推
進）
地域・家庭に重点を置いた
生活（自立）支援を推進す
るため、関係行政機関の連
絡調整を強化するととも
に、障害者計画に基づき関
連する施策を総合的に推進
します。

（障害者施設の整備・指
導）
障害者(児)が住み慣れた地
域で「自分らしく豊かな暮
らし」ができるよう、施設
から地域・在宅へと施策を
展開していくことを基本と
し、施設整備を進めていき
ます。

（障害者の自立と社会参加
の促進）
心身に障害を持つ人が社会
を構成する一員としてその
人らしく生活できるための
各種支援を推進します。

（障害者の地域生活の支
援）
住む場所の確保、日中活動
の場所の確保、身体や家事
の援助が確実に受けられる
ことにより、障害者が地域
の中でその人らしく生活し
ていくことができるように
施策を推進します。

（国民健康保険事業の推
進）
市町村国保及び国民健康保
険組合に対し、助言・指導
を実施することにより、各
保険者の国民健康保険事業
の安定した事業推進を図り
ます。
また、保険者の立場から、
平成15年3月に閣議決定さ
れた「健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条
第2項の規定に基づく基本
方針」において規定されて
いる地域における取組を、
保険者協議会を設置して積
極的な事業の推進を図りま
す。

保険者に対する個
別実地指導回数
（国民健康保険事
業）

（介護保険事業の推進）
保険者に対し、介護給付の
適正化や財政運営等に助
言・指導を実施することに
より、安定した事業推進を
図ります。　また、人材の
育成として、介護支援専門
員に対して研修を行ってい
ます。

保険指導課 国民健康保険事業で
は、事業の健全な運営
を確保するため、保険
者及び千葉県国民健康
保険団体連合会に対す
る指導、助成の外、保
険医療機関等が行う保
険医療の適正化を指導
します。
また、介護保険事業で
は、制度の円滑な推進
を図るため、第３期介
護保険事業支援計画を
策定し、保険者である
市町村を支援するとと
もに、介護支援専門員
の養成や事業者指導等
を行い、介護サービス
の質の向上に努めま
す。さらに、老人保健
事業では、高齢者に対
する適切な医療の確保
を図ります。

保険事業の円滑
な推進

保険事業の円滑な推進に
ついては、ほぼ順調に推
移いたしましたが、国保
財政については、構造的
及び社会的問題を多く抱
えており依然厳しい状況
となっている中、1保険
者において繰上充用の扱
いになる見込みであり、
今後更に適正な財政運営
の取組が求められます。

拡大 拡大

現状維持 現状維持

Ｂ
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

認知症対応型共同
生活介護（認知症
高齢者グループ
ホーム）に対する
第３者評価の実施
数

Ａ

介護サービス事業
者の新規指定件数
（みなし指定事業
者除く）

Ａ

県民のだれもが、
いつでも、どこで
も、安心して満足
のいく質の高い医
療サービスを受け
られること

Ｂ

（医療施設の総合的推進）
必要とされる医療を確保す
る観点から、地域医療の体
系化を図り、地域における
真に効率的な医療供給体制
を確立します。

千葉県保健医療計
画に基づく病床整
備数

Ａ

救命救急センター
の設置数

Ａ

小児の第二次救急
医療体制の整備地
区数

Ａ

総合周産期母子医
療センターの整備

Ａ

看護職員需給見通
し

－

看護職員の研修枠 Ｂ

（介護老人保健施設の整備
及び運営指導）
高齢者の保健、医療施策推
進と充実を図るため、介護
老人保健施設の計画的な整
備を図ります。

介護老人保健施設
定員数

Ｂ

医薬品等製造業、
薬局及び医薬品販
売業における薬事
法違反発見率

Ａ 県内の医薬分業率 Ａ

献血率
（全ての血液製剤
の国内自給の達
成）

Ｂ

医薬品製造等の監
視指導実施率（３
年で全施設を監視
指導）

Ｃ

ドナー目標登録者
数に対する達成率
（骨髄移植に必要
な骨髄の確保）

Ａ

薬局等医薬品販売
業の監視指導実施
率（３年で全施設
を監視指導）

Ａ

麻薬等の乱用によ
る保健衛生上の危
害の発生

Ａ

飲料水の安全対策
違反発見率

Ｃ

毒物劇物等の安全
対策違反発見率

Ａ
麻薬立入検査実施
率

Ａ

講習会の実施地区
数及び回数（累
計）

Ａ

コミュニティ会議
設置数 Ａ

ホームページによ
る啓発している保
健所の数（飲用井
戸等の衛生管理対
策の指導）

Ａ

水道施設の立入検
査実施率
（水道の水質管理
の徹底）

Ａ

（毒物劇物等の安全確保）
県民の健康被害が生じる可
能性のある毒物劇物による
事故等の情報を迅速に収集
し、的確な対応を図るとと
もに、毒物劇物製造業者等
に対する監視指導を実施
し、事故発生防止を図りま
す。

毒物劇物製造業等
監視指導実施率

Ａ

（献血等の推進）
医療に必要な血液製剤を献
血により確保するため、献
血思想の普及に努め、献血
意識の向上及び献血者層の
拡大を図ります。また、骨
髄移植に関する正しい知識
の普及啓発及び骨髄バンク
のドナー登録の推進に努
め、骨髄提供希望者の確保
を図ります。

（医療体制の整備）
医療施設の計画的な整備、
医療施設の人的構成、構造
設備、管理体制等の規制、
医療法人の規制等を行い、
医療を提供する体制の確保
を図ります。

（医療従事者の養成・確
保）
高度医療及び県民の健康
ニーズに対応するため、看
護職員等医療技術者の養
成、確保を進めます。

（麻薬等薬物乱用対策の推
進）
麻薬等取扱者に対し、立入
検査実施し、不正ルートへ
の流出、不正使用及び盗難
の防止等を図ります。ま
た、地域団体等で構成する
薬物乱用防止コミュニティ
会議を開催するとともに講
習会等を開催し、薬物乱用
を許さない社会環境づくり
を推進します。

（水質管理対策の推進）
飲料水の水質を確保するこ
とは、安全な県民生活を担
保する上で欠かせないもの
であることから、水道施設
への立入検査を実施し、施
設の適切な維持・管理を指
導するとともに、飲用井戸
の水質検査の励行及び衛生
管理意識の向上等の広報啓
発を実施します。

医薬品の安全確保対策を
通じ、保健衛生の向上に
向けておおむね順調に進
んでおります。
　薬事関係対策事業につ
いては､適切に実施しま
した。製造業､薬局等販
売業への監視指導により
不良医薬品等の流通防止
を図りました。また、医
薬分業は順調に進展し、
医薬品の適正使用の推進
が図られています。
　献血事業は、各種広報
手段を活用し広報に努
め、医療機関への血液製
剤の供給は、県内の献血
により確保した血液によ
り、概ね賄うことができ
ました。
麻薬等の乱用による保健
衛生上の危害の発生防止
は、麻薬等の取扱い施設
の立ち入り検査は順調に
進み、麻薬等の不正流通
の未然防止が図られまし
た。また、薬物乱用を許
さない社会環境づくりの
ため、広報啓発活動を計
画どおり実施しました。
　飲料水の安全対策につ
いては､水道施設の立入
検査は順調に進んでいま
す。また､飲用井戸の衛
生対策を推進するため、
全健康福祉センターホー
ムページによる啓発を行
い､その実施目標を達成
することができました。
　毒物劇物等の安全対策
については､製造業者､販
売業者などへの監視指導
は順調に進みました。

（薬事関係対策事業の推
進）
医薬品等の適正使用の推進
を図り、県民の健康被害の
発生を未然に防止します。
また、医薬品製造所等への
監視指導及び薬局等医薬品
販売業の監視指導を行い医
薬品等の品質、有効性及び
安全性を確保します。

医療供給体制の整備を概
ね適切に推進しました。
県の取組については、①
救命救急センターが１箇
所増えて９箇所になった
こと、②県内初の総合周
産期母子医療センターが
整備されたことなど、一
定の成果をあげることが
できました。
一方、医師不足が原因で
救急医療体制に影響が生
じている地域があり、今
後の課題となっていま
す。

献血目標達成率

薬務課 県民一人ひとりが生き
生きとする暮らしを目
指す上で、健康で安心
して暮らせる環境づく
りが重要な課題です。
少子・高齢社会、家族
の形態やライフスタイ
ル、多様な価値観、地
域社会のあり方など、
社会を取り巻く状況を
十分に踏まえ、県民の
ニーズに対応した薬事
衛生の向上に努めま
す。具体的には、①医
薬品等の品質、有効性
及び安全性の確保②安
全な血液製剤の安定供
給及び骨髄移植に必要
な骨髄の確保③麻薬等
の乱用による保健衛生
上の危害の防止④飲料
水の安全な水質の確保
⑤毒物劇物等の安全確
保のため必要な事業を
推進します｡

薬事衛生の向上

医療整備課 県民のだれもが、いつ
でも、どこでも、安心
して満足のいく質の高
い医療サービスを受け
られるよう、地域医療
の充実と高度・専門医
療の推進による総合的
な医療提供体制、特に
小児救急医療などの救
急医療体制や周産期医
療体制等県民が安心し
て暮らせるよう、医療
体制の整備拡充を図り
ます。

医療供給体制の
整備

（介護サービス事業者の指
定及び情報の開示）
適切な介護サービスの提供
を確保するため、国の定め
た基準に基づき指定を行う
とともに当該基準の遵守等
について周知徹底を図り、
介護サービスの質の確保と
保険給付の適正化を図りま
す。
また、介護サービスの質の
向上を促し、利用者による
サービスの選択に資するた
め、サービスの質の評価、
利用者への評価結果の基準
の開示等をモデル的に行い
ます。

現状維持

Ｂ

拡大 拡大

現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

人口10万人当たり
の食中毒罹患率
（５年平均）

Ｃ
食品衛生関連講習
会の出席者数

Ｂ

環境衛生関係施設
に係る苦情件数

Ｃ
食品営業施設の監
視指導実施件数

Ａ

住民からの犬に係
る苦情件数

Ｃ
食品衛生検査実施
検体数

Ａ

住民からのねこに
係る苦情件数

Ｃ
と畜場における枝
肉の生菌数

Ａ

環境衛生関係施設
の監視件数

Ａ

住居衛生に関する
相談件数等【相談
件数(室内空気、
ダニ、カビ、衛生
害虫等）】

Ｃ

住居衛生に関する
相談件数等（室内
空気中の科学物質
測定件数）

Ｃ

こう傷事故 Ａ

犬・ねこの収容頭
数

Ａ

新しい飼い主にも
らわれた犬・ねこ
の頭数

Ａ

（動物愛護管理事業の推
進）
狂犬病予防対策、動物の愛
護及び適正飼養管理並びに
動物由来感染症対策の推進
に努めます。

衛生指導課 私達の生活は、社会・
経済の発展とともに豊
かになり、多様化しま
したが、一方、近年、
ノロウイルスなどによ
る食品媒介感染症や入
浴施設におけるレジオ
ネラ症などの問題が生
じており、生活衛生対
策の推進と安全確保が
求められています。
当課では、食品営業施
設への監視指導や食品
衛生検査、と畜場での
食肉検査等による安全
確保、生活に密着した
理・美容所やクリーニ
ング所等の環境衛生施
設の監視指導や関係団
体の指導、人と動物と
の調和のとれた共存を
推進することで、安全
で快適な県民生活を推
進します。

生活衛生対策の
推進と安全確保

（食品の安全確保対策の推
進）
食品の生産から消費に至る
総合的な安全対策を講じる
とともに、食品営業施設等
の効果的な監視指導を行い
食品衛生の向上を図り、あ
わせて講習会等を行い消費
者への啓蒙、営業者等の衛
生意識の向上に努めます。

（環境衛生指導事業の推
進）
環境衛生関係営業施設、特
定建築物、プール等の効果
的な監視指導を行い、多数
人が利用する環境衛生施設
の衛生水準の確保を図るほ
か、住居衛生相談に応じて
いきます。

食品営業施設の効果的な
監視指導及び食中毒予防
の啓発に努めるなど、食
品衛生対策の推進と安全
確保を図りましたが、食
中毒罹患率は、１件当た
りの患者数が多かったこ
とから、目標を達成する
ことができませんでし
た。
環境衛生関係施設に対す
る監視指導を計画的に実
施しましたが、苦情件数
の減少には至りませんで
した。
動物の愛護管理対策とし
て、安易な引取り依頼の
防止を図り、また、不
妊・去勢手術の実施及び
終生飼養等の飼い主の責
務について啓発を強化し
たことにより、犬・ねこ
の致死処分頭数を減らす
ことができましたが、犬
や猫に係る苦情件数は増
えており、苦情問題の解
決は不十分な状況です。

現状維持 現状維持
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部局名：環境生活部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

生活環境に対する
県民の満足度

－

（環境生活部の使命、役割
を遂行するための内部管
理）
環境生活部の使命、役割を
発揮できるような組織運営
と予算配分が行われ、部内
各課の施策が円滑に推進さ
れるように取り組んでいき
ます。

部内各課・職員の
業務等の状況の把
握、及び適正な組
織運営・予算配分

Ｂ

自然・住環境に対
する県民の満足度

－

（環境施策の総合的推進）
千葉県の環境施策について
の立案、各種施策の調整・
推進など、総合的な環境政
策の立案・調整を図りま
す。

各分野の環境施策
の調整や総合的な
環境施策の立案、
推進

Ｂ

生活環境に対する
県民の満足度

－

（地球温暖化対策の推進）
地球温暖化防止に向けた普
及啓発の推進や、千葉県地
球温暖化防止実行計画の推
進などにより、地球温暖化
防止に向けた取組を展開し
ます。

温室効果ガスの排
出量
（炭素換算）

Ｂ

環境学習への参加
者数

Ａ

エコマインド養成
講座修了者数

Ａ

ちば環境再生基金
が助成する活動数

Ｂ

グリーン購入ネッ
トワーク会員数

Ｃ

環境保全に関する
基本的事項を定め
た条例の策定市町
村の数

Ｃ

中小企業環境保全
施設整備資金融資
額

Ｃ

ＩＳＯ１４００１
及びエコアクショ
ン21取得事業者数

Ｂ

浮遊粒子状物質の
環境基準達成率

－

光化学スモッグ注
意報の発令日数

Ｃ

二酸化窒素の環境
基準達成率

－

有害大気汚染物質
の環境基準達成率

－

道路に面する地域
の騒音の環境基準
達成率

－

臭気指数規制導入
市町村数

Ａ

二次評価
結果

　良好な大気環境の確保
に向けて、概ね順調に進
んでいます。
　この理由として、基準
年度（１４年度）と比較
し１６年度は、①浮遊粒
子状物質の基準達成率が
５１％向上したこと、②
有害大気汚染物質のベン
ゼンの基準達成率が１
４％向上したこと、③道
路に面する地域の騒音の
環境基準達成率が５％向
上したこと、④　成田空
港周辺の航空機騒音の環
境基準達成率が５％向上
したこと、⑤その他の項
目は横ばいに推移してお
り、概ね順調に進んでい
ます。
　なお、光化学スモッグ
注意報の発令日数が基準
年度（１４年度）と比較
し１７年度に７日増えた
ことについては、夏期の
日射量、気温、風速など
の気象条件が影響したも
のと考えられます。

（航空機騒音の常時監視と
悪臭の防止）
　成田空港、羽田空港、下
総飛行場周辺に設置してあ
る固定測定局での航空機騒
音の常時監視や短期の実態
調査等を実施し、環境基準
の達成状況を把握します。
　また、悪臭防止法に基づ
き、関係市町村と連携して
臭気指数規制区域の拡大を
図ります。

－

－

大気保全課 大気の汚染や騒音など
から、県民の健康を保
護するとともに、生活
環境を保全していく必
要があります。
このため、大気環境等
に係る環境基準の達成
を目指し、大気環境の
常時監視や工場・事業
場・自動車などの大気
汚染発生源に対する指
導・規制を実施すると
ともに、自動車・航空
機などの騒音や悪臭に
関する調査、指導を行
うほか、
県民へ大気環境情報を
提供します。

良好な大気環境
の確保

航空機騒音の環境
基準達成率

現状維持現状維持（大気汚染物質の排出抑制
の指導等）
　環境基準の達成を図るた
め、硫黄酸化物、窒素酸化
物や浮遊粒子状物質及び光
化学オキシダントの原因物
質である炭化水素などにつ
いて、京葉臨海部の主要工
場と締結している公害防止
協定等により排出抑制の指
導を行います。
　また、大気汚染防止法等
に基づき、工場・事業場の
立入検査を実施し、大気汚
染防止対策の徹底を図ると
ともに、有害大気汚染物質
の発生源対策を推進しま
す。

工場・事業場にお
ける炭化水素対策
の実施期間

Ｂ

公害防止協定工場
ごとに許容される
硫黄酸化物排出総
量の合計

環境政策課

千葉県の環境保全につ
いての各種施策の調
整・推進を図ります。
また、地球規模での環
境問題に対し千葉県内
での取組を促進しま
す。

環境保全施策の
総合的推進

課の使命・役割 施　策　名

環境生活部の円滑な組
織運営に努め、環境行
政の推進を図ります。

環境生活部の組
織運営方針を遂
行するための内
部管理、総合的
な環境政策の立
案・調整

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

拡大 拡大

環境保全施策の総合的推
進に向け、各種事業を適
切に実施しましたが一部
に課題があります。
県においては、地球温暖
化防止対策では温暖化防
止計画の見直しを実施
し、環境保全活動の推進
では、各種環境講座を開
催することにより多くの
環境学習への参加者を得
ました。また、17年2月
以降公害防止協定違反の
発覚が相次いだことを踏
まえ、違反事業者に対す
る指導を行うとともに特
別立入調査の実施、公害
防止協定遵守のための緊
急会議開催など、協定締
結企業に対する意識啓発
を行いました。
しかしながら、地球温暖
化防止や環境保全を実現
していくためには、県
民・事業者が環境に配慮
した行動をさらに実践し
ていくことが必要であ
り、県としても各主体の
行動に結びつくような施
策のより一層の充実を
図っていく必要がありま
す。

拡大 拡大

（環境保全活動の推進）
環境問題の変化が的確に捉
えられるよう、部内及び庁
内各課の連携の下、環境施
策を総合的に展開します。
また、県民、ＮＰＯ等との
協働の場の拡充、エコマイ
ンドの醸成、草の根活動を
推進する人づくりなどによ
り、県民、事業者、行政の
協働による環境活動の実践
の環づくりを展開します。

（事業活動に伴う環境影響
の低減）
公害防止協定の充実、中小
企業の環境保全施設の整備
に対する支援や環境影響評
価の実施などにより、事業
活動に伴う環境影響を低減
していきます。

環境生活部の組織運営方針
を遂行するための内部管
理、総合的な環境政策の立
案・調整を適切に実施しま
した。その理由として、①
中長期的な県の基本方針で
ある「あすのちばを拓く10
のちから（改訂版）」の策
定において「１０のちか
ら」のうち「みどりのちか
ら」及び「くらしを守るち
から」の取りまとめたこ
と、②2006年ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの
策定において部内調整を
行ったこと、③市町村への
権限移譲促進のため、環境
生活部における移譲事務
パッケージを策定したこ
と、④国体・全国障害者ス
ポーツ大会局の設置等平成
18年度に向けた部組織の改
変を行ったことなどがあげ
られます。

Ａ

民間航空機のうち
低騒音型機の占め
る比率
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

（大気環境の常時監視と県
民への情報提供）
　県内に１４７局設置して
ある大気環境常時測定局及
び自動車排ガス測定局にお
いて、窒素酸化物、浮遊粒
子状物質及び光化学オキシ
ダント濃度などの常時監視
を行い、環境基準の達成状
況を把握します。
また、大気情報管理システ
ムの機器を更新し、県民へ
大気環境の情報提供を行い
ます。

大気汚染緊急時等
における大気情報
管理システムによ
る県民への迅速な
情報提供

Ａ

自動車からの粒子
状物質排出量
（自動車ＮＯｘ・
ＰＭ法対策地域
内）

－

自動車からの窒素
酸化物排出量
(自動車ＮＯｘ・
ＰＭ法対策地域
内)

－

河川・湖沼・海域
の環境基準の達成
率
（BOD、COD）

－

地下水の環境基準
の達成率

－

２ｃｍ以上の地盤
沈下面積

－

印旛沼の水質
（COD年平均値）

Ａ

手賀沼の水質
（COD年平均値）

Ｂ

天然ガスかん水地
上排水量

Ａ

市町村の実施する
地下水浄化対策に
おける有害物質回
収量（累計）

Ａ

自然環境保全地域
等の指定及び拡大

Ａ

首都圏自然歩道の
総延長

Ａ

首都圏自然歩道の
再整備

Ａ

自然公園の管理 Ａ

特定鳥獣（ニホン
ザル）の捕獲数

Ｂ

特定鳥獣（ニホン
ジカ）の捕獲数

Ａ

多様な自然環境の保全の
実現に向けて、概ね順調
に進んでいます。
まず、①自然環境保全地
域の拡大に向けた自然環
境調査（約２０ヘクター
ル）を実施したこと、②
１５年度から１７年度ま
での首都圏自然歩道の整
備（約８．４キロメート
ル）について、計画の１
００％を達成することが
でき、その結果県内コー
ス約３００キロメートル
全線が開通しました。し
かし、③野生鳥獣の保護
管理（サル・シカの生息
数）については、自然繁
殖の増加により目標達成
に到りませんでしたが、
捕獲数については、概ね
目標数を達成しており、
一定の成果をあげること
ができました。

（自動車使用に伴う環境へ
の負荷の低減）
自動車使用に伴う環境への
負荷の低減を図るため、
「千葉県自動車交通公害防
止計画」及び「千葉県自動
車排出窒素酸化物及び自動
車排出粒子状物質総量削減
計画」に基づき、自動車交
通公害対策を推進します。
また、「ディーゼル条例」
に基づく運行規制・燃料規
制等について、事業所等へ
の指導・検査を実施すると
ともに、天然ガス自動車や
粒子状物質減少装置等の普
及促進に向けた助成措置を
講じます。

（人と野生鳥獣の共生）
自然構成上、重要な要素の
一つである野生鳥獣は、豊
かな自然環境を形成し、同
時に人々の生活環境に欠く
ことのできない存在です。
このため、人と野生鳥獣と
の共生を目指し、適正な保
護と管理に取り組みます。

（優れた風致景観の保全）
優れた自然の風致景観等を
有する自然公園等は、県民
にとってかけがえのない財
産であり、その優れた風致
景観の保全に取り組みま
す。さらに県民ニーズの高
い自然志向等を踏まえ、身
近な自然とふれあえる場と
して自然歩道等の整備を図
ります。

自然保護課 自然環境の保全と生物
多様性の確保を推進
し、県民が自然の豊か
さを享受できる自然公
園等の適正な維持管理
や、人と野生鳥獣の共
存等、多様な自然環境
を保全する施策などを
通じて、貴重な自然を
将来の世代に引き継い
でいきます。

多様な自然環境
の保全

野生鳥獣の保護管
理
（サル・シカの生
息数）

Ｃ

Ｂ
地域固有の生態系
保全対策

（自然環境の保全や生物多
様性の確保）
本県に残された優れた自
然、貴重な自然は県民に
とってかけがえのない財産
であり、自然環境の保全や
生物多様性の確保を図るた
め、自然環境保全地域等の
指定・拡大、外来種対策の
実施等各種事業を推進しま
す。

（湖沼浄化対策の推進）
「印旛沼流域水循環健全化
緊急行動計画」及び「手賀
沼水循環回復行動計画」に
基づき、住民・ＮＰＯ・事
業者・流域市町村等と連携
して、健全な水循環回復の
ための取組を着実に推進し
ます。

汚水処理人口普及
率

－

水質保全課 ・河川、湖沼、海域等
の公共用水域の水質汚
濁防止対策及び土壌・
地下水の汚染防止対策
を実施することによ
り、県民の健康保護及
び生活環境の保全並び
に多様な生物の成育・
生息域の確保を図りま
す。
・地下水及び天然ガス
かん水の採取を抑制す
ることにより、地下水
位の低下及び地盤沈下
の防止を図ります。

良好な水環境・
地質環境の確保

（水質保全対策の推進）
公共用水域の常時監視を行
うとともに工場・事業場の
排水規制・指導、下水道の
整備等の生活排水対策の推
進により、公共用水域の水
質の改善を図る。
また、東京湾の水質保全対
策として、第６次総量削減
計画策定の準備作業を行い
ます。

良好な水環境・地質環境
に向けて順調に進んでい
ます。
・ 河川・湖沼・海域の
水質については、環境基
準達成に向けて、順調に
進んでいます。県内の公
共用水域の環境基準達成
率は平成14年度の５３％
から16年度６０％と改善
されております。
・ 地下水の環境基準の
達成状況については、ほ
ぼ横ばいです。
・　地盤沈下について
は、２ｃｍ以上の地盤沈
下面積は平成14年度の４
５６．２ｋｍ２から
16年度１４９．２ｋｍ２
と減少しております。

（地質環境対策の推進）
地盤変動状況や地下水位等
を監視し、法・条例に基づ
く地下水の採取規制を実施
するとともに天然ガスかん
水の採取に伴う地盤沈下へ
の影響を極力抑制するた
め、採取企業と締結してい
る「地盤沈下防止協定」に
基づき事業者指導を行いま
す。
また、土壌・地下水汚染防
止対策を市町村と協議しな
がら進めていきます。

現状維持

拡大 拡大

現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

一般廃棄物（ご
み）の一人１日当
たりの排出量

Ｃ
簡易包装実践運動
への参加市町村数

Ｂ

一般廃棄物（ご
み）の最終処分量

Ａ
環境経営セミナー
参加事業者数

Ａ

１年間における一
般廃棄物（ごみ）
の再資源化率

Ｃ
エコタウンプラン
の中核的施設の稼
動数

Ａ

産業廃棄物の排出
量

Ａ

ごみ処理広域化計
画の策定・指導
（新たな広域化で
行うブロック）

Ｃ

産業廃棄物の最終
処分量

Ａ

産業廃棄物の再資
源化率

Ａ

一般廃棄物処理施
設への立入検査に
おいて指導を要し
た施設の割合

Ａ

（ごみの適正な処分を確保
するための許可・指導事
務）
ごみの適正な処分を確保す
るため、法令事務の適正な
執行を徹底するとともに、
必要な技術的援助や助言・
指導を行います。

一般廃棄物処理施
設への立入検査に
おいて指導を要し
た施設の割合

Ａ

バイオマスタウン
中核施設の設置箇
所数

Ｂ

（３Ｒの推進とごみの適正
な処分の確保に資する調
査・研究）
溶融スラグの利用推進や公
的関与による廃棄物等の適
正処理、有効利用等、３Ｒ
の推進とごみの適正な処分
の確保に資する調査・研究
を進めます。

溶融スラグ有効利
用量（トン）

－

木質バイオマスの
リサイクルに向け
た炭化処理量

Ｃ

バイオマスタウン
中核施設の設置箇
所数

Ｂ

産業廃棄物不法投
棄量（投棄量10ﾄﾝ
以上の不法投棄箇
所）

－
廃棄物適正処理対
策地区連絡会議の
開催回数

Ａ

産業廃棄物排出量 －

不法投棄等防止強
調月間中の監視指
導参加人数･監視
指導件数

Ａ

産業廃棄物の再資
源化率

－
効率･効果的な支
障除去事業の実施

Ａ

産業廃棄物の最終
処分量

－
硫酸ピッチの不法
投棄箇所

Ａ

排出事業者に対す
る立入検査実施事
業所数

Ａ

排出事業者に対す
る立入検査結果
（文書指導の割
合）

Ｂ

処理業者セミナー
参加者数

Ａ

残土の適正な埋
立の推進 指導中の特定事業

場
Ａ

定期検査の実施回
数

Ａ

特定事業場
のＨＰ掲載箇所数

Ａ

（残土の適正な埋立の推
進）
庁内及び市町村等関係機関
と連携を図り、情報を共有
化し、残土の適正処理を推
進します。

合同パトロールの
実施

Ａ

資源循環型社会づくりの推
進に向けて概ね順調に進ん
でいますが、
①廃棄物の排出量を減少さ
せる取組では、産業廃棄物
は、目標を１５年度に達成
しましたが、一般廃棄物
は、増加していた排出量を
減少に転じさせることがで
きたものの、１７年度目標
の達成は厳しい状況にある
といえます。
②廃棄物の再資源化の取組
では、産業廃棄物は、目標
を１５年度に達成しました
が、一般廃棄物は、再資源
化率が２４．２％と全国的
にも高いレベルにあるもの
の、１７年度目標には達し
ていません。
③廃棄物の最終処分量を低
減させる取組では、県民・
事業者の取組やエコタウン
プランに基づいたリサイク
ル施設の稼動により産業廃
棄物は、目標を１５年度に
達成するとともに、一般廃
棄物でも１７年度目標を１
６年度に達成しました。
④一般廃棄物処理施設の立
入検査の状況では、指導が
必要となった施設の割合が
１７年度では１５．０％で
あり、目標を達成できまし
た。
⑤バイオマスタウン中核施
設の設置に向けた取組で
は、山田町（現・香取市）
における家畜糞尿等を活用
した国のバイオマス多段階
利用実証試験の支援を行
い、施設は１７年１１月に
開所しました。また、木質
バイオマス実用化促進事業
として、高温焼成炭化処理
による高度利用に着目した
性能分析や用途開発の検討
を行いました。
以上のことから、目標達成
が困難と考えられる一般廃
棄物の減量化・再資源化に
ついては、県民・事業者の
協力を得て市町村とも連携
し、より一層の施策の推進
に努めていきます。

残土の適正な処理に向
け、埋立て事業者への
指導、悪質な事業者へ
の行政処分の徹底、排
出事業者に対する残土
の有効活用の指導強化
等を図るとともに、市
町村他関係機関との連
携により、持続可能な
県土づくりを推進しま
す。

（残土の適正な埋立の指
導）
県行政・警察・市町村が一
層の連携による、より強固
な監視指導体制を構築し､
残土条例に基づく適正な埋
立てを指導していきます。

産業廃棄物の不法投棄
や不適正処理の防止を
図るとともに、産業廃
棄物不適正処理箇所に
おける生活環境上の支
障の除去に努め、併せ
て、産業廃棄物の発生
抑制、減量化・再資源
化を推進し、循環型社
会の構築に努めます。
これにより、産業廃棄
物による環境への負荷
の低減を図り、人と自
然が共生できる社会を
目指します。

（産業廃棄物の不適正処理
の防止）
産業廃棄物の不適正処理を
防止するとともに、産業廃
棄物の不適正処理箇所にお
ける生活環境上の支障の除
去を図り、良好な生活・自
然環境の維持に努めます。

（産業廃棄物の適正処理の
推進）
産業廃棄物の適正処理を推
進するとともに、産業廃棄
物の発生抑制、減量化・再
資源化を図り、循環型社会
の構築に向けた動きを加速
させます。

産業廃棄物の不
適正処理の防止
及び適正処理の
推進

産業廃棄物
課

資源循環推
進課

環境と経済の好循環を
図りつつ、環境への負
荷を最小限にするた
め、廃棄物等の排出抑
制及び再資源化を促進
するとともに、最終処
分せざるを得ない一般
廃棄物について適正な
処分を確保します。

資源循環型社会
づくりの推進

（３Ｒの推進とごみの適正
な処分の確保に向けた基盤
づくり）
廃棄物処理計画の策定や廃
棄物処理施設等の整備に係
る支援等を通して、３Ｒの
推進とごみの適正な処分の
確保に向けた基盤づくりを
進めます。

拡大

（資源循環型社会づくりを
主体的に推進するネット
ワークづくり）
千葉県資源循環型社会づく
り推進会議等による協働的
取組みの推進を図り、資源
循環型社会づくりを主体的
に推進するネットワークづ
くりを進めます。

千の葉エコプロ
ジェクト公表数

（バイオマス利用のための
企画、立案、実施）
バイオマス利活用の推進を
図り、バイオマスの有効利
用に向けた各種取組の企
画、立案、実施を行いま
す。

拡大

Ａ

（３Ｒ（廃棄物の排出抑
制、再使用、再資源化）の
推進とごみの適正な処分の
確保に向けた広報・啓発・
情報支援）
３Ｒの推進とごみの適正な
処分の確保を図り、モデル
事業や広報媒体等を活用し
た広報・啓発・情報支援を
通して、環境配慮型の生活
様式や事業活動の浸透・拡
大を図ります。

県内の産業廃棄物につい
ては、前年に比べて「不
法投棄量」が減少すると
ともに、「産業廃棄物排
出量」が減少し、「産業
廃棄物の再資源化率」が
上がり、「産業廃棄物の
最終処分量」が減少して
いることなどから、産業
廃棄物の不適正処理の防
止及び適正処理の指導が
順調に進んでいます。

残土条例に基づき許可
し、崩壊等の不適正な問
題が生じた特定事業場２
３ヶ所のうち、９ヶ所に
ついて改善させることに
より、１７年度末現在で
は継続して指導中の事業
場は１４ヶ所になってい
ます。しかしながら、特
定事業場に指導の目を逃
れて廃棄物等が混入さ
れ、埋め立てられないよ
う、さらなる監視指導の
強化が必要です。

拡大 拡大

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

消費生活相談（苦
情）解決率

－

消費生活の安定・
向上や消費者被害
の未然防止に努め
ること

Ａ

消費生活相談員研
修会出席者数

Ｂ

消費生活相談件数 Ａ

（不当取引等防止事業の実
施）
　不当な取引方法を用いて
いる事業者や不当な表示等
により消費者を誘引してい
る事業者に対し、各種法令
に基づき、指導、立入検
査、報告徴収、処分等を行
います。
　また、悪質商法等の発生
情報を迅速に提供するとと
もに、悪質商法等の相談内
容について、市町村との
ネットワークを構築し、さ
らに、『四都県悪質事業者
対策会議』を通じて、悪質
事業者に対する共同立入調
査等の対応を図っていきま
す。

不当な取引方法・
不当な表示等に対
する事業者指導・
処分件数

Ａ

刑法犯認知件数 Ａ

（安全で安心なまちづくり
に関する広報啓発の推進）
　県民一人ひとりの防犯に
対する意識を啓発し、安全
で安心なまちづくりを推進
するため、ポスター・パン
フレットの作成配布、街頭
キャンペーンの実施、シン
ポジウムの開催などを行い
ます。

市町村等と連携し
た防犯キャンペー
ンの実施数

Ａ

県政に関する世論
調査「防犯」につ
いて「良いほう」
と感じる県民の割
合

Ｃ

（犯罪被害者等に対する支
援）
　犯罪の被害に遭ってし
まった人を、社会全体で支
援し早期回復を図るための
取組を進めます。

被害者等の現状と
支援の必要性につ
いての広報啓発の
実施

Ａ

県民生活課 近年の商取引・商品の
多様化等から、消費者
をめぐる契約上のトラ
ブルが年々増加すると
ともに、振り込め詐欺
（オレオレ詐欺・架空
請求）、悪質な訪問販
売や違法金利や悪質な
取立てを行うヤミ金融
の被害も後を絶ちませ
ん。
こうした被害をなく
し、県民が安心して消
費生活を送ることがで
きるよう、県として
は、消費者教育啓発事
業の実施や相談体制の
充実を図るとともに、
不当取引等防止事業を
実施します。

消費者教育講座参
加者数

安心な消費生活の確保に
向けて、消費者行政推進
事業等を適切に実施しま
した。具体的には、①講
演会・講座の実施や消費
生活情報誌を発行するな
どにより、消費者教育啓
発事業を総合的に推進し
ました。②相談員の資質
向上を目的とした研修会
の実施や市町村、警察と
の情報交換を行う連絡会
議を実施するなど、相談
体制の充実を図りまし
た。③特定商取引に関す
る法律や不当景品類及び
不当表示防止法などの各
種法令に基づき、悪質事
業者に対し、指導、処分
等を行いました。

安心な消費生活
の確保

（消費者教育啓発事業の実
施）
消費生活をめぐる契約上の
トラブルの未然防止・拡大
防止を図るため、県消費者
センターと連携し、広く県
民を対象にした講演会、講
座を実施するほか、消費生
活情報誌を発行するなどの
消費者教育啓発事業を実施
していきます。
また、若年層、高齢者を対
象とした講座を重点的に実
施するとともに、若年層に
対する体系的な教育プログ
ラムを作成します。

Ａ

Ｃ

都市化の進展による地
域社会の連帯感や、規
範意識の低下など、社
会の変化を背景に犯罪
が多発し、平成14年に
は過去最多となりまし
た。また、犯罪の手口
や内容もより巧妙化、
複雑化するとともに、
近年は通り魔や無差別
殺人、家庭内における
虐待や、DV、お年寄り
や子どもなどいわゆる
犯罪弱者をターゲット
にした犯罪など、犯罪
の形態も　　多様化
し、県民の不安を増大
させています。
私たちの住むまちが安
全で安心なまちである
ことは、県民共通の願
いです。
多様化した犯罪をなく
し、県民が安心して暮
らせる生活空間を回復
していくため、県民一
人ひとりが自分の安全
は自分で守るという意
識を共有し、地域住
民、市町村、事業者等
と県・警察が連携・協
働して的確な地域安全
対策を講じるととも
に、犯罪の防止に配慮
した道路、駐車場や住
宅などの環境整備を推
進するなどして、生活
空間を犯罪の起こりに
くいものに改善するよ

安全・安心な生
活空間づくり

みんなのちから支
援事業で財政的支
援を行う市町村の
数

（犯罪の起こりにくい環境
づくり）
　県全域で犯罪の起こりに
くい環境づくりを推進する
ため、地域住民とともに、
基本方針を策定します。
また、千葉県安全安心まち
づくり推進協議会や地域別
会議の開催、みんなのちか
ら支援事業の実施、道路・
公園・住宅等の構造、設備
に関する指針の普及などに
取り組みます。

拡大 拡大

犯罪を減らし、県民が安
全で安心して暮らせるま
ちづくりに向けて、概ね
順調に進んでいます。刑
法犯認知件数は、平成16
年の件数はもちろん、18
年の目標件数をも下回
り、過去最悪であった平
成14年をピークに平成15
年以降3年連続で減少し
ています。
犯罪件数が減少している
主な要因としては、防犯
パトロールなど自主防犯
活動を行う自治会等の団
体が1,000を超え、
55,000人を超える方々が
日々防犯活動に参加する
ようになったことや、警
察官の増員などが考えら
れます。

拡大 拡大

（相談体制の充実）
商取引・商品の多様化に伴
う消費生活相談や違法な取
立てを行うヤミ金融に係る
相談の増加に対応するた
め、相談体制を充実する必
要があることから、相談員
の資質向上を目的とした研
修会や県消費者センター、
市町村、警察が連携し情報
交換を行う連絡会議等を実
施します。
また、１６市に対し消費生
活センターの設置を要請
し、相談体制の整備を図っ
ていきます。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

次世代を担う青少
年の健全育成、非
行防止を図るため
事業を推進しま
す。

Ｂ
青少年を健全に育
てる運動の展開

Ａ

青少年相談員活動
の充実

Ａ

県下、全コンビニ
エンスストアに対
する立入調査の実
施

Ａ

県下、図書等自動
販売機に対する立
入調査及び指導の
実施率
（対象：２７０ヶ
所・７２８台）

Ａ

各地域の青少年補
導センター事業及
び青少年補導
（委）員の充実と
活性化の促進
（対象：県下１７
市及び２地域）

Ａ

ＮＰＯ活動推進課
主催の各種説明
会、講座、フォー
ラム等への参加人
員

Ｃ

情報誌・ニュース
リリース、メール
マガジン送付・登
録件数

Ｂ

ＮＰＯ法人数 Ｂ

県とＮＰＯとの協
働事業の実施件数

Ｃ

協働事業提案制度
における協働事業
の申請件数

Ｃ

ＮＰＯと県庁内各
課との調整・仲介
件数

Ｃ

市町村職員の各種
研修会、説明会、
講座等の参加者数

Ｃ

（ＮＰＯの自立した活動の
強化）
県民が多様なＮＰＯ活動を
生み、自立した活動を継続
して展開できるよう、地域
の課題解決力やＮＰＯの事
業力・組織力の強化・向上
を支援します。

（ＮＰＯとの協働の推進）
県とＮＰＯとの協働の領域
を確立し、県とＮＰＯの協
働による事業を推進しま
す。また、県民の視点に
たって、県行政のあり方に
ついても見直しを進めま
す。

ＮＰＯ活動
推進課

社会経済状況の変化や
地方分権の進展から、
行政の役割の見直しが
求められています。ま
た、県民ニーズの多様
化から、これまでの行
政主体による課題への
取り組みに加え、各地
域において県民自らが
主体となった課題への
取り組みが期待されて
います。こうした中
で、自発性に基づいた
社会的な活動を行う住
民活動団体などの非営
利の団体（ＮＰＯ※）
の活動を通じて、地域
が抱える社会的課題に
取り組む県民が増えて
います。
そこで、地域の課題解
決に重要な役割を担う
ことが期待されている
これらの団体に着目し
て、ＮＰＯ立県千葉の
実現、すなわち県民の
自発的な活動が最も活
発な千葉県を実現する
ことによって、県民の
視点に立ったより良い
地域づくりを推進して
いきます。

次代を担う青少年が、
自主性と社会性を備
え、豊かな教養と広い
視野を持ち、心豊かで
健やかなたくましい人
間に成長することが県
民全ての願いであり、
青少年が自ら夢を育
み、生き方を考えるこ
とができる環境を整備
するとともに、有害な
環境から青少年を守っ
ていきます。

青少年健全育成
対策

（心身ともに健やかな青少
年の育成）
・青少年対策を総合的に推
進します。
・青少年相談員活動の充実
を図ります。
・千葉県青少年女性協会へ
の助成をします。

（明るく健全な環境づくり
の推進）
・有害環境浄化の徹底に努
めます。
・青少年補導センター活動
に対する支援を図ります。

青少年の育成には、市町
村や関係行政機関の密接
な連携はもちろんのこ
と、地域や家庭における
取り組みが重要であるこ
とから、地域における青
少年相談員活動の一層の
充実を図るとともに、大
人向けの啓発を行い、青
少年育成県民会議事業の
積極的な展開を図りまし
た。
平成１７年９月に施行し
た千葉県青少年健全育成
条例において図書等の自
動販売機等への収納など
について罰則を強化する
とともに、啓発活動や立
入り調査等を徹底したこ
とにより、有害環境の浄
化について一定の成果が
上がりました。
　しかしながら青少年を
取り巻く環境は急激に変
化し、多様化・複雑化し
ていることから今まで以
上に地域との連携を深
め、的確な事業展開を図
る必要があります。

ＮＰＯ立県千葉
の実現

ＮＰＯの活動が活
発になったと思う
人の割合

－

ＮＰＯ立県千葉の実現に向
けて概ね順調に進んでいま
す。
17年度の県政に関する世論
調査では、「市民活動が、
地域において以前よりも活
発となってきたと思う人の
割合」が、26.9％でした。
一方で、「以前と変わらな
い」との回答も25.3％あり
ました。これは、単純化し
た場合、ともに県民の4人
に1人が、そのように思っ
ていることになります。
ＮＰＯ法人数については、
概ね目標どおりの1,021団
体となり、これは都道府県
において4番目に多い法人
数となっています（平成17
年3月現在）。この団体数
は、ＮＰＯ法人に限った場
合ですが、任意団体を含め
るとこれ以上の数の団体が
県内で活動を展開している
ことになります。こうした
活動が広がりを見せるな
か、同じ調査で、市民活動
の発展への期待を聞いたと
ころ、「期待している」と
の回答が半数以上を占めて
いました。
このほか、全国27のＮＰＯ
が実施した調査（「第2回
都道府県、主要市における
ＮＰＯとの協働環境に関す
る調査報告書」（平成17年
11月発行））において都道
府県のなかで、協働環境が
整備されている県として最
も高い評価を受けました。
こうしたことから、県内に
おいて、確実にＮＰＯ活動
の活発化の機運が醸成され
ており、さらなるＮＰＯ活
動を生み出す土壌が育まれ
ているものと考えられま
す。
なお、このたび検証指標・
手段として、県政モニター
調査と県政に関する世論調
査を使用しましたが、前者
の調査対象が198人である
のに対して、後者の標本数
が1,500人であるなど、両
者の調査方法が異なるた
め、回答の数値を比較する
ことはできませんでした。

（ＮＰＯ活動推進のための
基盤整備）
これらの施策展開の柱を達
成するため、全庁的取組、
市町村との連携及びＮＰＯ
法の適正な運用などの基盤
を整備し、ＮＰＯ活動を推
進します。また、県民・Ｎ
ＰＯとの協働による新たな
推進計画を策定していきま
す。

（ＮＰＯに対する理解の促
進）
ＮＰＯに対する理解を促進
するため、ＮＰＯ活動の普
及啓発や相談・情報提供等
を充実させるとともに、Ｎ
ＰＯ法人に関する情報公開
を進めます。

ＮＰＯ実務講座の
参加者人数の累計

Ｂ

拡大

拡大 拡大

拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

芸術文化団体加入
者数

Ａ
文化情報提供ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ件数

Ａ

県民芸術劇場入場
者数

Ａ

（県民参画による文化活動
の充実）
美術・邦楽・洋楽等の芸術
文化団体との共催により、
県民・ＮＰＯ・文化団体の
交流の場として「千葉・県
民芸術祭」を開催し、県民
が自主的に取り組む文化事
業への支援や、国内外の若
い才能を育てる「ミュー
ジックマスターズコースin
かずさ」事業への支援を行
います。

千葉・県民芸術祭
参加者数

Ａ

（自然や文化遺産を生かし
た千葉らしい文化づくり）
古い街道を歩きながら千葉
の文化の素晴らしさを実感
してもらう「ちばの街道を
歩こう(仮称)事業」や、千
葉の文化資源を幅広く調査
する「ちばの文化資源再発
見事業」を実施するととも
に、「民話の里づくり事
業」を実施し、民話に親し
む機会を通して地域文化の
振興を図ります。

民話の里づくり事
業参加者数

Ａ

（県立文化会館管理・運営
事業）
千葉県文化振興財団に対し
て、県民の福祉の向上と文
化の発展に資するために設
置した文化会館４館の管
理・運営を委託します。

県立文化会館利用
者数(県立4館)

Ｂ

交通安全県ちば
の確立

交通事故発生件数 Ａ
市町村高齢者交通
事故防止対策推進
会議設置数

Ｂ

交通事故死者数 Ａ
高齢者の交通事故
死者数

Ａ

（県民総参加による交通安全運
動や広報啓発活動の推進）
　16年の交通事故の特徴を踏ま
え、特に自転車販売店と連携し
た「自転車安全利用の促進」、
飲酒疑似体験装置を活用した
「飲酒運転の追放」、夕暮れ時
の早めのライト点灯運動による
「薄暮時対策」について積極的
に推進します。
事故多発時には「知事の非常事
態宣言」を発令し、県民へ警鐘
を鳴らすとともに、緊急街頭啓
発など即効性のある対策を講じ
ます。

シートベルト着用
率

Ｂ

（地域ぐるみ交通安全活動の推
進と交通安全教育の充実）
交通事故の多くは自分の居住す
る身近な地域で発生しているこ
とから、「交通安全推進隊」や
交通安全母の会など地域に密着
した交通安全活動を行うボラン
ティア等の幅広い活動を支援し
ます。
また、小学校区を単位に地域の
住民各層が参加し、交通危険箇
所などを探る「交通安全総点
検」や「交通安全交流会」を実
施し、地域の交通安全を図りま
す。

交通安全シルバー
リーダーネット
ワーク参加者数

Ａ

（交通安全環境の整備）
交通事故多発箇所を対象に、
県、県警、道路管理者（国、
県、市町村等）、交通安全関係
機関・団体等が共同して道路環
境面について、事故の要因を現
地調査して、対策を講ずる「共
同現地診断」を実施します。ま
た、「交通モニター」など広く
県民から道路交通における安全
施策に関する情報・意見等を求
めます。

共同現地診断計画
箇所及び重大死亡
事故等における現
地診断実施率

Ａ

交通安全対
策課

誰もが安全で安心して
暮らせる千葉県を目指
す上で、交通事故の防
止は緊急かつ重要な課
題であり、「あすのち
ばを拓く10のちから」
においても「安全で安
心して暮らせる社会」
実現のため、交通安全
に対する意識を高め、
自ら対策を講じること
による「県民力」の向
上を目指すこととして
います。
このため、県、市町
村、関係機関・団体と
の連携・協働により県
民一人ひとりの交通安
全に対する意識の高揚
を図るため、あらゆる
機会を捉えた広報・啓
発活動、県民が必要と
する交通安全教育の充
実を図ります。
また、増加する高齢者
の交通事故防止に向け
た取組みや安全で安心
なひとにやさしい交通
環境の整備など、21世
紀における「交通安全
県ちば」の構築に向け
た施策を県民総ぐるみ
で強力に推進していく
必要があります。

文化振興課 歴史の中で脈々と受け
継がれてきた文化と、
現代社会の中で新しく
創造されていく文化と
が渾然と融合して、さ
らに新しい文化が生ま
れるような躍動的な動
き、いわば“文化のう
ねり”を創り出すこと
が大切であると考えま
す。
そこで、県では、邦楽
などの伝統芸術、貴重
な伝統文化や文化遺産
を継承するとともに、
文化の担い手である600
万県民一人ひとりが、
千葉県に愛着と誇りを
持つことができる「ち
ば文化」を主体的に創
造するための環境整備
を進めます。

ちば文化の創造 （文化を創造するための環
境づくり）
文化を創造するための環境
づくりを促進するため、多
様な文化情報を提供するた
めのホームページを充実さ
せるとともに、文化振興財
団、ニューフィルハーモ
ニーオーケストラ千葉によ
り能や邦楽・洋楽など各種
芸術鑑賞事業を行い、文化
芸術に親しむ機会の促進を
図ります。

（高齢者の交通事故防止対策の
推進）
「市町村高齢者交通事故防止対
策推進会議」の設置促進をきっ
かけとして、地域における高齢
者交通安全対策の体制を整えて
いきます。
具体的には、福祉分野や自治会
等と連携して隣り・近所で高齢
者を交通事故から見守る「地域
でつくる高齢者交通安全対策支
援事業」を推進するなどによ
り、高齢者の交通安全活動の環
境づくりを図っていきます。

ちば文化の創造に向けて
概ね順調に進んでいま
す。その理由として、①
文化を創造するための環
境づくりを推進するた
め、「県民芸術劇場」や
「ちば街角劇場」を開催
し、それぞれ入場者数・
参加者数が前年度に比べ
て増加したこと、②県民
参画による文化活動の充
実を図るため、「千葉・
県民芸術祭」として「ち
ば童謡フェスティバル」
や、美術・音楽・舞踊な
どの芸術文化団体による
事業などを展開し、多数
の参加者があったこと、
③自然や文化遺産を生か
した千葉らしい文化づく
りを進めるため、昨年度
に引き続き実施した「民
話の里づくり」事業では
目標値を大幅に超える約
9,500人の参加者があ
り、長狭街道において実
施した「ちばの街道を歩
こう」事業では定員を大
きく上回る応募者があっ
たことなどが挙げられま
す。

交通安全県ちばの確立の
実現に向けて概ね順調に
進んでいます。
交通事故死者数について
は、前年より２７人減少
し、交通事故発生件数も
減少していますが、全国
的に見ると依然として死
亡事故多発県に変わりは
ありません。
その要因としては、重大
事故に直結する飲酒運転
やスピード違反等の無謀
運転やシートベルトの非
着用などが考えられま
す。
また、自転車や高齢者が
関係する事故も多く、こ
れらに対する交通安全対
策及び交通安全意識の高
揚のための広報啓発活動
等、一層の取り組みが必
要と考えます。

拡大 拡大

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

二次評価
結果

課の使命・役割 施　策　名

中間成果指標

課名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

（被害者救済支援策としての交
通事故相談事業の充実）
　交通事故に遭われた方々に
とっては、事後の対応や精神的
不安は切実な問題です。交通事
故被害者対策として、「交通事
故相談所」に専門の相談員と弁
護士を配置し、相談業務を実施
します。また、臨床心理士を配
置し、心のケア対策を図りま
す。

交通事故相談件数 Ｂ

国体準備室 平成２２年に千葉県で
開催予定の第６５回国
民体育大会に向けて、
広く県民の参加を募
り、千葉ならではの大
会
を開催できるよう各種
準備事業を推進しま
す。

第６５回国民体
育大会開催準備
事業

第６５回国民体育
大会開催準備総合
計画の達成状況

－

（第６５回国民体育大会千
葉県準備委員会総会等の開
催）
各専門委員会(総務、競
技・施設、広報、式典、宿
泊・衛生、交通・輸送・警
備)及び部会を随時開催し
て、様々な案件を審議する
とともに、常任委員会及び
総会を開催して、今年度の
基本方針等を決定します。

第６５回国民体育
大会千葉県準備委
員会総会等の開催
状況

Ａ

（広報活動の推進）
従来のポスターやリーフ
レットといった広報媒体に
とらわれずに、インター
ネット等のメディアを積極
的に活用します。
県主催の各種イベント会場
や今年千葉県で開催される
高校総体会場等で各種広報
活動を行います。
また、愛称やスローガンの
募集を兼ねた周知活動を行
います。

広報活動実施状況 Ａ

（競技団体活動費助成事業
の実施）
国体開催競技の県内競技団
体に対して、国体の各競技
会開催準備に必要な、中央
競技団体や各開催市町村と
の連絡調整等に係る活動費
の一部を助成します。

助成事業の状況 Ａ

第６５回国民体育大会の
開催申請書を提出し、7
月に開催の内定を得まし
た。また、国体開催の基
本構想を策定するほか、
国体の愛称、スローガン
を公募により決定しまし
た。そのほか「交通・輸
送基本方針」などの各種
方針、計画を策定し、概
ね開催の準備を進めるこ
とができました。
なお、開催地が決定して
いない競技について、市
町村、競技団体と協議を
重ねたものの、最終決定
には至りませんでした。

拡大 拡大
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部局名：商工労働部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

事業所開業率 Ｂ

製造品出荷額 Ａ

完全失業率 Ｂ

新エネルギーの産
業集積促進に向け
たプランの策定

Ｂ

（産業地域育成に向けた施
策の企画・立案・実施）
幕張新都心地域、成田地域
等の産業地域の育成整備、
及び地域の視点に立った新
たな経済活性化策の企画や
立案、実施に取り組みま
す。

幕張新都心の1日
当たり来訪者数

－

（幕張メッセの利用促進）
幕張メッセの利用促進を図
り、県内産業の育成・支援
や、国際的な人材、情報、
文化交流を促進します。

幕張メッセ来場者
数

Ａ

農水産品輸出の商
談成立件数

Ａ

中小企業の国際展
開支援実績

Ｂ

事業所開業率 Ｂ
商工団体による経
営指導･相談件数

Ｂ

中小企業製造品出
荷額
（従業員300人未満の事
業所）

Ａ
商工団体の設立認
可

Ａ

完全失業率 Ｂ

（経営革新の推進）
地域経済の活性化と雇用拡
大の原動力である元気な中
小企業の創出には､中小企
業者自らが経営革新等に
チャレンジすることが重要
であるため､その経営革新
への取組みを積極的に支援
します。

経営革新計画の承
認件数

Ｂ

「ふさの国商い未
来塾」延べ修了者
数

Ｂ

地域連携モデル事
業　提案実現数

Ｂ

（商工団体による小規模事
業者等支援活動の推進）
小規模事業者等の経営の安
定と向上を図るために、商
工団体による地域に密着し
た支援活動を推進します。

中小企業の事業活動支援
について、概ね適切に推
進しました。地域のなか
で活動する中小企業が活
力を持つことが、暮らし
やすい地域社会づくりに
繋がるとの視点をもっ
て、中小企業活性化施策
を展開しました。その結
果、経済の血液とも言わ
れる金融においては、制
度融資の特別経営安定対
策資金に新たに原油高騰
関連特別枠を創設し、さ
らに中小企業の再生支援
を目指す千葉中小企業再
生ファンドを創設するな
ど、中小企業の資金調達
機会の確保を図りまし
た。また、商工会等によ
る経営指導、新たな事業
活動に挑戦する中小企業
を支援する経営革新、商
店街の活性化を図るため
の取組支援など、ほぼ目
標とした成果を挙げるこ
とができました。
　しかしながら、景気は
緩やかに回復していると
はいえ、中小企業を取り
巻く厳しい経済環境から
事業所開業率の改善は難
しく、今後、創業、経営
革新に向けた総合的な支
援が必要となっていま
す。

（地域に密着した商業の振
興）
商店街の活性化を図るた
め、商店街リーダーの養成
と地域と連携した商店街の
取り組みに対する支援を行
います。また、地域経済活
性化のため、商店街と大型
店等が相互に連携する具体
的な方策について検討する
とともに、空き店舗を活用
した多様な事業展開など地
域における様々な連携・協
働の取組に対する支援を行
います。

経営支援課 多様な業種で構成され
ている中小企業は、地
域経済再生の先導役で
あり、豊かな県民生活
実現の担い手として重
要な位置を占めてお
り、その活動が活性化
されることが強く求め
られております。
そこで、中小企業の活
性化と地域経済の再生
を図るため、時代の変
化、経営環境の変化に
適時適切に対応して、
中小企業者の事業活動
を①組織化支援策、②
金融対策、③経営革新
策とワンストップサー
ビスのあり方、④商業
振興策等の視点から支
援します。

中小企業の事業
活動支援

（中小企業等に対する金融
支援）
中小企業が目的に応じた資
金を低利で調達できるよ
う、金融の円滑化を図るた
め、ＣＬＯなど市場型間接
金融の手法を取り入れ、金
融手段の多様化に努めま
す。

経済政策課 商工労働部の主管課と
して、県内経済の活性
化による県民福祉の向
上に向け、各種施策を
円滑かつ総合的に推進
するため、予算及び組
織・人事の一体的かつ
機動的な運用や組織体
制の整備を図るととも
に、県経済の自立と活
性化のための様々な施
策の立案や、地域の持
つ発展性や可能性を生
かした産業地域の育成
強化に取り組みます。

内部管理事務、
総合調整事務、
経済活性化施策
の企画・立案・
実施など

産業情報ヘッドラ
イン登録者数
（各種産業情報を提供
するメールマガジンの
配信数）

Ｂ

部内各課・職員の
業務等の状況を把
握し、予算及び人
的資源の適正かつ
効果的な活用を図
ります。

Ａ

最終成果指標
／上位成果指標

（総合調整及び内部管理）
庁内関係部局、部内各課の
スムーズな連携のもと、部
の掲げる目標達成に向け
て、予算及び人的資源が効
果的に活用され、各種施策
が円滑に推進されるよう、
必要な調整等を図ります。

目標の達成状況総括

本県経済の活性化に向け
た各種施策の立案・調
整・実施、商工労働部内
の人員・予算等の内部管
理及び部内総合調整を適
切に実施しました。
　2005年アクションプラ
ンにおいて戦略プロジェ
クトとして位置付けられ
た「21世紀のちば経済活
性化戦略の展開」に掲げ
た諸事業については概ね
順調に進んでおり、平成
１７年度末における経済
情勢においても企業収益
や雇用情勢の改善が見ら
れるなど、緩やかな回復
が続いており、経済活性
化への足取りは確かさを
増しています。
しかしながら、景気回復
の動きは、地方経済を支
える中小企業への波及と
いう面ではまだ十分とは
いえず、地域間、業種間
においても格差が生じて
いる状況にあることか
ら、こうした回復の動き
を県内経済を支える多く
の中小企業に広げていく
とともに、地域的にも、
業種的にも広がりのある
ものとしていくことが課
題となります。

（経済活性化施策の立案・
調整・実施）
「千葉県経済活性化推進会
議」を中心とする産・学・
官・民の連携・協力のも
と、新産業創出などによる
地域産業力の強化、既存企
業の再生、産業の未来を支
える人づくりなど、千葉県
経済の活性化に向けた幅広
い取組を総合的に推進しま
す。
特に、中小企業振興のため
の中長期的な取組方向の明
確化と戦略の構築に向け
て、新たな検討組織の設
置、タウンミーティングの
開催、業界ヒアリングの実
施など、さまざまな取組を
推進します。

（県内企業の国際展開支
援）
空港、港湾等の本県の立地
優位性を活かし、県内企業
による国際的な販路開拓や
事業展開を支援します。

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

現状維持 現状維持

二次評価
結果

拡大 拡大

中小企業振興資金
融資額

Ｂ
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

事業所開業率
（※新産業創出特
区対象地域）

Ｂ
大学発ベンチャー
企業数（累計）

Ｂ

製造品出荷額
（新産業創出特区
対象地域）

Ａ

バイオベンチャー
企業数
（バイオベンチャー統
計調査報告書：（財）
バイオインダストリー
協会）

Ｂ

ＩＴ企業事業所数
（ソフト系IT産業実態
調査　：国土交通省）

Ａ

産学官連携による
共同研究件数(累
計)
(産業支援技術研究所及
び東葛テクノプラザ)

Ａ

特許移転件数
(知的所有権センターに
よる移転)

Ａ

大学発ベンチャー
企業数（累計）

Ｂ

バイオベンチャー
企業数
（バイオベンチャー統
計調査報告書：（財）
バイオインダストリー
協会）

Ｂ

ＩＴ企業事業所数
（ソフト系IT産業実態
調査　：国土交通省）

Ａ

企業訪問件数 Ａ

立地意向企業に対
する現地案内回数

Ｂ

在日公館、外国経
済団体等訪問件数

Ｃ

外資系企業スター
トアップセンター
の入居企業に対す
る家賃補助室数

Ｂ

「ちば投資サポー
トセンター」対日
投資アドバイザー
による活動件数

Ａ

（企業立地環境の整備）
補助金等の企業立地環境を
整備し、企業誘致施策の一
層の充実を図ります。

立地企業補助金補
助対象企業数

Ｂ

立地済み企業への
訪問件数

Ａ

市町村等との連携
会議開催回数

Ａ

企業等誘致件数
(累計)

Ｂ
国際会議等の開催
件数

Ｂ

かずさアカデミア
パーク内における
公的共同研究資金
等導入件数(累計)

Ｂ
貸研究施設整備件
数

Ｃ

かずさＤＮＡ研究
所の公的共同研究
資金等導入件数

Ａ

かずさＤＮＡ研究
所特許権出願件数

Ａ

(魅力ある都市基盤・居住
環境の整備)
国際的な知の創造拠点にふ
さわしい、利便性の高い、
快適な研究環境・都市環境
の整備･充実を図ります。

立地企業の満足度 Ａ

(土地利用の効率化)公的施
公的施設等を設置する際の
土地を確保し、円滑な事業
推進を図ります。

公的試験研究機関
用地等の適正管理

Ａ

(研究所･企業の集積促進)
名実ともに世界に評価され
る国際研究開発拠点の実現
を目指して、生物工学（バ
イオテクノロジー）関連分
野を中心に多様な研究・開
発、学術機能の集積を図り
ます。

(研究･交流の活性化)
「東京圏ゲノム科学国際拠
点形成プロジェクト構想」
に基づき、融合生命科学の
研究拠点及び国際研究交流
拠点としての整備を進めま
す。また、東京圏における
他の拠点や県内の千葉地域
や柏･東葛地域などとの連
携を強化し、産学官の広域
ネットワークを構築しま
す。

平成17年は、①経済が回
復基調のため企業の設備
投資意欲が堅調であるこ
と、②補助制度を拡充し
たこと等により企業の千
葉県への関心が高まって
いること、③ターゲット
を絞って企業訪問を積極
的に行ったことにより県
内への企業の立地に結び
ついたこと、④市町村と
の連携により情報の共有
化が進み企業ニーズに迅
速に対応することができ
たことなどの理由から、
企業誘致の推進に向けて
順調に進んでいます。

かずさアカデミアパークの
整備及び研究所等の集積の
促進に向けて概ね順調に進
んでいますが、一部に課題
があります。
全体的には企業等誘致件数
が４２件（累計）、かずさ
アカデミアパーク内におけ
る公的共同研究資金等導入
件数(累計)が８件（累計）
と当初の目標にはわずかに
及びませんでしたが、一定
の成果をあげることができ
ました。
また、かずさアカデミア
パーク内の研究資源を有効
活用し産業化に向けた新た
な展開を目指
す「かずさバイオコンビ
ナート構想」に基づき、１
７年５月に開所した「かず
さＤＮＡ研究所バイオ共同
研究開発センター」におけ
る共同研究プロジェクトも
概ね予定どおり進んでいま
す。
　一方、交通アクセス、高
速通信サービスの整備の点
で立地企業の要望に十分応
えきれない部分が残ってい
ます。
なお、かずさアカデミア
パークの整備及び研究所等
の集積の促進には、国内経
済の動向や企業の設備投資
意欲という要因が強く影響
します。

Ａ

企業立地課

国内外から集まる研究
者によって研究活動が
展開されるサイエンス
パークの実現を目指
し、今後も、国際的な
知の創造拠点として新
産業の創出を図り、
「かずさＤＮＡ研究
所」を核として、基礎
研究から産業化まで一
体的に対応できる国際
研究拠点の実現を図り
ます。

かずさアカデミ
アパークの整備
及び研究所等の
集積

（戦略的企業誘致活動の推
進）
２１世紀のちば経済活性化
戦略に基づき、本県の地域
の特性を活かした誘致活動
を、市町村や民間事業主体
と連携しながら積極的に展
開していきます。

（外資系企業の戦略的誘
致）
外国経済団体と連携した誘
致活動の推進、「外資系企
業スタートアップセン
ター」による外資系企業の
支援、「ちば投資サポート
センター」によるビジネス
パートナー、人材、行政手
続き等の情報提供を行い、
外資系企業誘致の一層の促
進を図ります。

（顧客サービスの充実）
企業の立地の検討段階から
立地後のフォローアップま
で、企業からの相談窓口を
一本化することにより、顧
客サービスの充実に努めま
す。

企業誘致は、本県の経
済社会発展と県民福祉
の増進、すなわち新た
な就業の場の確保、所
得の増加、自治体税収
の増加、県内産業への
波及効果などを実現す
るための手段として実
施するものであり、県
政にとって極めて重要
な課題の一つです。こ
のため、地域ごとに立
地優位性を活かした効
率的な誘致活動を行な
い県内への企業の立地
を推進するとともに、
立地後の企業に対して
も継続的に行政ニーズ
を把握し、支援してい
きます。

企業誘致の推進

県内への企業立地
件数

（産業クラスターの形成促
進）
既存企業、大学、研究機関
などを産業創出の先導的な
拠点にして、バイオ、Ｉ
Ｔ、環境など新産業を中心
に地域特性に応じた産業ク

ラスター※の形成を促進し
ます。
※
産業クラスター：特定分野に

おける関連企業、大学・研究機
関などが地理的に集中し、競争
しつつ、同時に協力関係にある
産業集積群のこと。関連産業間
の技術や人材等の相互活用によ
り、新産業創出の拠点としての
役割が期待されます。

（産学官連携の強化、充
実）
企業と大学等の共同研究を
コーディネートするなど、
産学官の連携を強化､充実
し、新技術開発や新事業の
創出を支援します。

（中小・ベンチャー企業の
創出･育成）
２１世紀型新産業を担うベ
ンチャー企業の創出･育成
や中小企業を研究開発型企
業に転換を図るため、創業
促進支援､資金供給の円滑
化、販路開拓支援を行いま
す。

産業振興課 県民がいきいきと暮ら
していくには、県内経
済が活性化し産業の持
続的な発展･成長が不可
欠です。このために
は、産学官の連携を強
化し、中小・ベン
チャー企業の創出･育成
や従来型産業の研究開
発型企業への転換など
が必要です。このこと
により、国際競争力を
持った２１世紀型新産
業の展開を図ります。

２１世紀型新産
業への展開

　２１世紀型新産業への
展開に向けて概ね順調に
進んでいます。
　その理由として、新産
業創出特区対象地域の平
成１５年から１６年にか
けての製造品出荷額が増
加したことが挙げられま
す。また、事業所開業率
については引き上げを目
指していたところ０．
１％の低下となりました
が、県全域の△０．４％
（４．８％→４．４％）
に比して低下率を抑える
ことができ、一定の成果
を上げることができまし
た。

拡大 拡大

現状維持 現状維持

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

高圧ガスによる災
害事故の発生件数

Ｂ 保安検査の実施 Ａ

土石砂利採取に伴
う災害事故の発生
件数

Ａ
立入検査の実施
（①一般ガス等）
（②LPガス等）

Ｂ

火薬類による事故
の発生件数

Ｂ 防災訓練等の実施 Ａ

保安講習会の開催 Ａ

立入検査の実施 Ｂ

未廃止採取場の廃
止促進

Ａ

未廃止採取場への
不法投棄の防止

Ａ

無認可採取の防止 Ａ

火薬類製造事業所
等への保安検査

Ａ

火薬類製造事業所
等への立入検査

Ａ

保安講習会の開催 Ａ

計量器等に係る立
入検査

Ａ

計量器等に係る検
定・検査件数

Ａ

計量に係る講習会
の開催

Ａ

観光客入込数 －
観光立県千葉モデ
ル推進事業地域選
定数(累計)

Ａ

コンベンション等
誘致件数

Ａ
健康ちば旅倶楽部
（CLUB　CHIBA）

Ｃ

県観光ホームペー
ジアクセス件数
（累計）

Ａ

観光キャラバン隊
の派遣数

Ａ

おもてなしのリー
ダー育成研修参加
者数

Ｂ

経営アドバイザー
の派遣

Ａ

（県内コンベンションの振
興）
コンベンションの誘致やコ
ンベンション主催者に対す
る支援等を行い，コンベン
ションの振興を図り,地域
経済の活性化と文化の向上
を進めます。

コンベンション等
誘致活動の実施

Ａ

【観光振興】「観光立県
千葉の実現」に向けて概
ね順調に進んでいます。
この理由として「観光立
県千葉モデル推進事業」
による先進的な観光地づ
くり、デスティネーショ
ンキャンペーン（ＤＣ）
に向けた全国キャンペー
ンや外国人観光客の積極
的な誘致の実施、また、
観光人材の育成や観光統
計に整備など、様々な角
度から観光振興のための
事業推進が図られたこと
が挙げられます。
【コンベンションの推
進】中期計画初年度とし
て、誘致目標105件に対
して106件と順調に推
移しました。

登録電気工事業者
への立入検査の実
施

（全県的な総合的プロモー
ション活動の推進）
千葉県の多彩な魅力を，多
くの人々に理解してもらう
ため，各種のキャンペーン
活動を観光事業者等と協働
して行うとともに，施策の
相乗効果が生まれるよう，
官民の緊密な連携体制を築
きます。

（新たな観光産業育成支援
の充実）
地域の特色ある観光産業の
創出・育成を促進するため
の条件整備に努めるととも
に，既存の観光産業を支援
するため，アドバイス体制
の整備や人材育成の支援を
積極的に行います。

（先導的な観光地づくりの
促進）
住む人が誇り，訪れる人が
あこがれるような先導的な
観光地づくりを促進するた
め，地域住民や企業等の持
続的な連携・協力による地
域振興の取り組みに対し，
県を挙げて広域的かつ専門
的に支援していきます。

（適正計量の推進）
適正な計量の実施を確保す
るため、製造事業者等の届
出、計量証明事業者の登
録、正確な特定計量器を供
給するための検定，商品販
売などで使用される特定計
量器の定期検査、消費者保
護のための商品量目などの
立入検査等を実施します。

産業保安対策の推進に向
けて順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。高圧ガス及び火薬類
の事故件数が、基準年よ
りも若干増加しました。
事故の撲滅のために、保
安に関する指導や自主保
安意識の高揚を更に図っ
て行く必要があります。

（火薬類保安対策の推進）
火薬類取締法令で定められ
た技術上の基準に、設備等
が遵守されているか確認の
ため年2回立入検査を実施
するとともに保安意識向上
のため講習会を実施しま
す。
また、火薬類関係事業所に
専門知識を有する者を派遣
し、保安上必要な事項の徹
底を図るため巡回指導を年
2回実施します。

（高圧ガス保安対策の推
進）
保安検査、立入検査の実施
により法律に基づく技術基
準の遵守に取り組むととも
に、事故時の初期対応のた
めに防災訓練等を実施しま
す。
また、自主保安を推進する
ために保安講習会を開催し
ます。

（資源対策の推進）
土石砂利採取に伴う災害を
未然に防止するために採取
場等への立入検査及び無認
可採取や不法投棄の早期発
見努めるとともに未廃止採
取場の廃止を促進します。

観光課 観光は広い分野に関わ
る産業で経済波及効果
が高く，低成長時代に
おいても雇用拡大や所
得の増加が期待されま
す。また，交流人口を
増やし，地域活力の維
持･増進と地域文化の醸
成に寄与することも期
待されます。
さいわい，千葉県は首
都圏にあって温暖で豊
かな自然と観光資源を
有し，新たな視点から
の観光地づくりを進め
ることのできる高い可
能性を有しています。
こうした千葉県の優位
性を最大限に活用し，
多彩な観光需要に対応
した２１世紀型の観光
地づくりを推進するた
め，平成１６年度に策
定した「観光立県ちば
推進ビジョン」に基づ
いて，千葉県の可能性
を最大限に発揮できる
観光戦略を作成し，｢観
光立県千葉｣の実現を全
県を挙げて推進すると
ともに，コンベンショ
ンの誘致･支援を積極的
に図ります。

観光立県千葉の
実現
コンベンション
の推進

保安課 高圧ガスや火薬類の保
安対策を推進して事故
を防止するとともに、
土石砂利等の災害防止
対策の推進及び適正な
規模の採取場の実現を
図る等様々な行政施策
を推進し、産業の健全
な発展と県民福祉の向
上を図り、もって千葉
県経済の発展に寄与し
ます。

産業保安対策の
推進

現状維持現状維持

Ａ

（電気保安対策の推進）
電気工事士免状を交付し、
電気工事の作業に従事する
者の資格及び義務を定める
ことにより、電気工事の欠
陥による災害の発生を防止
するとともに、電気工業を
営む者に対する登録の実施
及びその業務の規制を行う
ことにより電気工作物の保
安の確保を図ります。

現状維持 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

県内の失業率 Ｂ

（雇用のミスマッチの解
消）雇用のミスマッチの解
消を図るため、県内の一部
地域を雇用開発地域として
定め、地域の実情に応じた
各種施策に取り組みます。

地域求職活動援助
計画対象地域内の
有効求人倍率

Ａ

県内の有効求人倍
率

Ａ

障害者就業支援
キャリアセンター
からの就労者数

Ｂ

特例子会社設置数
（障害者を５名以
上雇用する子会
社）

Ａ

高年齢者相談件数 Ｂ

シルバー人材セン
ター会員数

Ｂ

景気は回復に向けた動
きが続いており、雇用
情勢も改善しつつあり
ますが、県内の有効求
人倍率は、全国平均を
大きく下回る水準で推
移するなど、依然とし
て厳しい状況が続いて
います。
そのため、失業者が減
少しない主な要因であ
る「雇用のミスマッ
チ」の解消による労働
移動の円滑化を図る施
策など、総合的な雇用
対策の企画・調整を行
います。
また、失業者や高齢者
が早期に再就職できる
ような就業支援体制を
確立するとともに、社
会的関心が高まってい
る若年者や　　　障害
者雇用の促進を図るた
め、就業支援機能の充
実に努めます。

Ｂ
ちば若者キャリア
センターの利用者
数

雇用対策は、概ね順調に進
んでいますが、一部に課題
があります。
県内の有効求人倍率は目標
を上回っており、これは景
気回復局面の長期化による
業況の好転により、企業が
雇用抑制から増加へ転じる
動きが多くなってきたこ
と、2007年問題（団塊の世
代の大量退職）を見据えた
人材確保への動きが強まっ
てきたことが、大きな要因
として挙げられます。
また、県内の失業率は目標
を下回っておりますが、そ
の理由としては、企業のリ
ストラ等による非自発的失
業が減り、自己都合による
失業が増えており、よりよ
い仕事を求めて一時的に失
業する人の割合が高くなっ
ていることなどが挙げられ
ます。
なお、課題としては、雇用
情勢が好転する中で若年者
の失業率は依然として高い
ほか、最近の求人数の増加
は正規社員よりもパート・
派遣・請負などの非典型労
働が増大によるものである
点などが挙げられます。
・雇用のミスマッチの解消
を図るため、「千葉県地域
求職活動援助計画」や「地
域高度技能活用雇用安定計
画」に基づき、国と連携し
て地域の実情に応じた各種
事業を実施するとともに、
当該事業の円滑な推進を図
るため、地域求職活動援助
事業推進会議を開催しまし
た。
・若年者の就業促進におい
ては、ちば若者キャリアセ
ンター（ジョブカフェち
ば）の来場者数が、36,461
人となり、政策目標
(40,000人)の8割以上は達
成されました。なお、来場
者が政策目標を上回らな
かった要因として、利用者
数に対する施設の規模が限
界に来ていることに加え、
景気回復に伴う就業環境の
改善が上げられます。
・高齢者対策の推進におい
ては、「高年齢者・パート
タイム職業相談室」の設置
により労働相談や就職情報
を提供し、またシルバー人
材センターの充実を図るこ
とにより失業者や高年齢者
の就業を支援しました。
職業相談室における相談件
数は、32,916件となり、目
標値を下回ってはおります
が、目標の8割以上は達成
しており、一定の成果を挙
げることが出来ました。な
お、下回った要因としまし
ては、実施市が年度途中に
13市から12市に減少したこ
となどが挙げられます。

雇用労働課

（障害者の就業支援）
本県では平成15年度を「障
害者雇用促進元年」とし
て、一人でも多くの障害者
が住みなれた地域で働くこ
とができるよう、障害者就
業支援キャリアセンターを
中核として、障害者側と企
業側の両面から多様な就業
支援を進めます。

（高齢者対策の推進）
高い就労意欲を有する高年
齢者が、意欲と能力のある
限り働くことのできる雇用
環境の創出が期待され、臨
時的・短期的な就業機会と
してシルバー人材センター
の充実のほか、職業相談室
を設置し、高年齢者の就職
相談に応じます。

雇用対策の推進

（若年者の就業促進）
教育、雇用、産業政策が横
断的に連携しながら、就業
支援、職業観の醸成及び職
業能力開発を進めること
で、若年者の就業促進及び
離職率の低下を目指し、次
代を担う若年者の産業人材
育成に寄与します。

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

育児休業制度の取
得率

Ａ

（労働者の就業環境の整
備）
男女労働者が仕事と家庭
（子育て）を両立できるよ
うな職場環境の整備を図る
ため、企業の労務担当者等
を対象としたセミナーを開
催し、育児・介護休業法等
の周知徹底を図ります。

仕事と家庭を考え
るセミナー

Ｃ

労働時間の短縮 Ａ
労働大学講座受講
者数

Ｂ

労働大学講座受講
者数

Ｂ

一般事業主行動計
画策定数

Ｂ
労働者福祉資金融
資制度の貸付者数

Ｂ

中小企業労働施策
アドバイザーの活
動日数

Ａ

（企業の次世代育成支援対
策の取組み促進）
仕事と子育てが両立できる
雇用環境づくりを支援しま
す。

一般事業主行動計
画策定数

Ｂ

労働福祉行政として
は、働き方、雇用形態
の多様化・流動化に対
応し、労働者が安定し
て働ける就業環境の支
援、また、労働者の生
活の安定を目的として
労使関係の安定、さら
に中小企業労働者の福
祉の向上を図り、勤労
者の方々が安心して働
き暮らせるよう支援を
行います。
また、企業の主体的な
取組みにより、男性を
含むすべての人の仕事
と生活のバランスのと
れた働き方や、仕事と
育児の両立など、ライ
フステージに対応して
意欲と能力が発揮でき
る雇用環境づくりを進
めます。

労働者福祉の向
上

労働者福祉の向上に向けて
概ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。
順調に進んでいる理由とし
ましては、育児休業取得率
については、11年度と比較
して①女性では、64.5ポイ
ント、②男性では、0.9ポ
イント増加し、育児休暇の
促進が図られたこと、労働
時間の短縮については、時
短促進法が掲げた目標であ
る年1,800時間を59時間下
回り、労働改善が図られた
ことなどが挙げられます。
また、「次世代育成支援対
策推進法」に基づく一般事
業主行動計画策定について
は、大企業については21年
度までの目標でありました
100％を17年度において達
成されましたが、中小企業
については低率にとどまっ
ていることが今後の課題と
して挙げられます。

健全で安定した労使関係の
確立とその定着を促進する
ため、労働相談、労働教育
講座、労働関係諸調査等を
実施しました。
また、中小企業に働く労働
者の豊かで充実した生活の
安定と自主的福祉活動を推
進するとともに、事業所の
経営の安定や災害防止等の
啓発を促進しました。
さらに、男女雇用均等法等
の周知徹底を図るため、セ
ミナー等を開催し、女性労
働者等の就業環境を整備し
ました。

・健全で安定した労使関係
の確立には、労働相談には
勤労者に配慮し毎日午後8
時まで行い、1,737件の相
談があり、県民サービスの
向上を図りました。労働教
育講座には（労働大学講
座）261名と前年度と同数
程度の参加者が受講しまし
た。労働関係諸調査は、労
働組合の動向調査は1,834
件を実施、賃上げ、一時金
要求、妥結状況調査を前年
度と同じ400社に行いまし
た。
・事業所の経営の安定や災
害防止等の啓発促進には、
事業の広報や啓発の為「労
政ちば」の定期配布を年間
70,000部配布しました。労
働者福祉資金融資制度や勤
労者住宅資金の利子補給
734件を実施した。中小企
業勤労者福祉サービスセン
ターの設置を促進し、中小
企業労働施策アドバイザー
による経営支援60日間行い
ました。
・男女雇用均等法等の周知
徹底を図るために、均等セ
ミナーを開催し、育児・介
護休業法等の周知徹底を図
りました。

（労働福祉活動の促進）
中小企業に働く労働者の豊
かで充実した生活の安定と
福祉の向上を図ります。

（労使コミュニケーション
の促進）
労使間のトラブルを未然に
防止し、健全で安定した労
使関係の確立とその定着を
促進するとともに、県民の
皆様が直面する労働に関す
る様々な問題を解決できる
よう支援します。

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

完全失業率 Ａ
高等技術専門校の
就職率

Ａ

委託訓練での就職
率

Ａ

テクノピラミッド
利用者数

Ｃ

技能検定受験者数 Ａ

（技能振興）
①県民の職業教育訓練の場
として活用していただくた
め、テクノピラミッドにお
いて様々な講座を開設する
とともに施設の提供を行い
ます。
②技能の維持・承継を図る
ため、技能検定制度の推進
を図るとともに、優秀な技
能者等への顕彰を行いま
す。
③県民のキャリア形成や職
業訓練に関する情報の提供
及び相談実施への社会的要
求に応えるため、ちばキャ
リアアップセンター内で相
談事業を行います。

産業人材課 社会経済環境の大きな
変化を背景に職業能力
開発に対する関心や要
望が高まり、多様化し
ていることから、時代
にあった職業訓練を実
施して県民の就業を支
援するとともに、技能
の向上・承継や基幹人
材の育成等を支援し、
産業の活性化を図りま
す。

産業人材の育成 （職業訓練の推進）
就業を希望する県民への支
援のため、県立の高等技術
専門校での職業訓練及び民
間専修学校等を活用した委
託訓練を推進するととも
に、認定職業訓練校への指
導等を行います。

　産業人材の育成につい
ては概ね順調に進んでい
ます。県立高等技術専門
校の就職率は平成１５年
度より６．９％増加し８
０．２％となり、委託訓
練の就職率は平成１５年
度より１５．２％増加し
５７．９％となったこと
や、技能検定試験受講者
は平成１５年度より３９
９名増加し３，３０９名
となり一定の成果を上げ
ることができました。一
方、テクノピラミッド利
用者は３９，７２０名と
目標に達しなかったこと
から、基幹人材等の育成
及び事業所の主体的取組
みをさらに推進する必要
があります。

拡大 拡大
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部局名：農林水産部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

農業産出額 －

他部局や部内各課
の連携により、農
林水産政策を総合
的に推進するこ
と。

Ａ

森林所有者が立て
る森づくり計画
（森林施業計画）
の認定面積（累
計）

Ａ

公共事業評価委員
会において外部委
員による事業評価
を行い、効率的な
執行及び透明性の
確保を図ること。

Ａ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
※属人：漁業経営体
の所在地における生
産量

－
構造改革特区認定
地区数

Ａ

「千葉県農山漁村
いきいき指標」の
改定

Ａ

（適切な組織運営）
本県農林水産業の一層の発
展のため、限られた人員・
財源で最大限の力が発揮さ
れるよう農林水産部の適切
な組織運営のための組織人
事、部課内の調整を図って
まいります。

部内職員の業務等
の遂行状況を把握
し、適正な組織運
営を実施するこ
と。

Ａ

農業産出額 －

農林水産試験研究
機関や部内各課と
の連携により、農
林水産技術会議を
推進すること。

Ａ

現状維持 現状維持

森林所有者が立て
る森づくり計画
（森林施業計画）
の認定面積

Ａ

農林水産試験研究
機関や部内各課と
の連携により、試
験研究の基本指針
である試験研究推
進方針を策定する
こと。

Ａ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
※属人：漁業経営体
の所在地における生
産量

－

試験研究機関課題
評価専門部会にお
いて外部委員によ
る課題評価を行
い、試験研究機関
における効率的・
効果的な試験研究
を推進すること。

Ａ

農業産出額 －
決算ヒアリング指
導の実施団体数

Ｂ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
属人：漁業経営体の
所在地における生産
量

Ａ
検査指摘の改善等
ヒアリング

Ａ

農業共済常例検査
実施団体数

Ａ

補助金等交付事務 Ａ

農協、漁協、森林
組合常例検査実施
団体数

Ａ

（生産活動高度化の実現に
向けた金融支援）
担い手の創意、工夫による
生産活動高度化の実現に向
けた金融支援を行います。

借受希望者に対す
る融資率

Ａ

農林水産政
策課

地域に根ざし、県民に開か
れた試験研究機関を目指し
て、地域の要請に沿った試
験研究を実施します。その
ため、消費者や生産者の
ニーズを把握し、関係者が
共通認識を持って研究計画
を立案、課題を設定し、外
部評価によって県民の理解
を促進し、研究進行管理を
実施して、成果の確実な普
及・定着を目指します。農
業、畜産、森林及び水産の
各研究機関相互、行政、普
及及び教育部門との連携を
強化し、限られた人員や予
算等の研究資源を適正に配
分し、生産者団体や民間と
の共同研究や受託研究によ
る外部資金の導入を図りま
す。

農林水産試験研
究活動の強化

（協同組合の適正な運営の
確保）
農林水産業の担い手の生産
活動がより高度化するよう
支援組織である協同組合の
適正な運営を確保するため
の検査を行い、指摘のあっ
た団体に対してヒアリング
等を実施します。

団体指導課 本県の基幹産業といえ
る農林水産業の担い手
が活力を持って生産活
動に従事できるよう農
協や漁協など、その支
援組織ともいえる農林
水産関係団体の適正な
運営を確保するととも
に、常にニーズに対応
した事業展開が図られ
るよう事業改革を支援
し、さらに担い手の規
模拡大や新事業への取
組みに、また被災した
際の再生産に必要な金
融支援を行います。

農林水産関係団
体の適正な運営
と制度融資によ
る金融支援

農協、漁協等検査対象団
体の経営状況、内部管理
体制、前回検査指摘事項
等を検討し、指導及び検
査を行いました。
融資については、農業、
漁業体に対して、経営の
健全化を確保するため適
正な指導を行い、融資等
を行いました。

内部管理業務、総合的な
農林水産政策の立案・調
整を適切に実施しまし
た。
その理由として、①他部
局や部内各課と連携し、
農林水産政策の推進を図
るとともに、適正な組織
運営に努めたこと、②公
共事業評価の実施によ
り、公共事業の効率的な
執行及び透明性の確保を
図ったこと、③農山漁村
における男女共同参画に
関する施策の推進を図っ
たことなどが挙げられま
す。

農林水産試験研究活動の
強化に向けて順調に進ん
でいます。
その理由として、①試験
研究の基本方針である農
林水産業試験研究推進方
針を策定したこと、②試
験研究機関課題評価専門
部会において外部委員に
よる課題評価を行い、試
験研究機関における効率
的・効果的な試験研究を
推進したこと、③「千葉
県農林水産部・千葉大学
園芸学部連携推進協議
会」を設置し、千葉大学
と連携協力し、農林水産
業の分野における研究活
動の推進を図ったことな
どが挙げられます。

最終成果指標
／上位成果指標

農林水産業は、人の「いの
ち」を支える食料を供給す
るという重要な使命を担っ
ています。そして、千葉県
はこれまで、全国トップク
ラスの農林水産県として大
きな役割を果たしていま
す。
このような中、近年、農林
水産業を取り巻く環境は、
食の安全・安心に対する関
心の一層の高まり、輸入野
菜の増加やＷＴＯ（世界貿
易機関）農業交渉等に伴う
国際化の進展、産地間競争
の激化など、変革の時期を
迎えています。
そこで、新鮮さとおいしさ
で親しまれ、信頼をもって
受け入れられる日本一の安
心農林水産物｢千葉ブラン
ド｣を確立し、誰でも、欲
しい時に、いつでも手に入
れることができるよう、生
産から流通・消費に至るま
での変革を行っていきま
す。
さらに、農林水産業に従事
することで幸せが実感でき
る元気な経営体を育成し、
応援し、国際化の波に対抗
できる力強い農林水産業を
展開していきます。

総合的な農林水
産政策の立案・
調整

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

（農林水産政策の立案・調
整）
部局・部内各課の連絡調整
を図り、農林水産政策の立
案・調整、構造改革特区制
度の推進、公共事業評価の
実施、農林水産業における
男女共同参画の推進、予
算・決算管理、県議会に関
する事務等を行い、本県農
林水産業の発展に努めま
す。

（農林水産試験研究活動の
強化）
試験研究機関、部内各課と
の連絡調整を図り、農林水
産試験研究活動の強化、農
林水産技術会議の推進、試
験研究推進方針の策定、外
部評価の実施を図り、試験
研究機関と関係機関との連
携強化に努めます。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

32



次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

農業産出額 －
ちばエコ農業産地
指定

Ａ

ちばエコ農産物栽
培面積

Ｂ
ちばエコ農産物品
目数

Ａ

食品販売店等にお
ける食品品質適正
表示率

Ａ

農薬の適正使用指
導（立入検査）

Ａ

記帳研修会参加者
数

Ａ

（食育の推進、食と農林水
産業の理解増進）
子どもの頃から「食」の大
切さを教えるとともに、
「食」を通じて健康づくり
や地域の食文化への関心を
高めていくことが重要で
す。このため、食育を学校
や地域、家庭で推進し、食
と農の大切さをみんなで実
感し、健康と農林水産業を
大きく育んでいくよう目指
します。

ちば食育ボランテ
イアの活動報告数

Ａ

直売所等経営研修
会受講者数

Ａ

市民農園区画数 Ｂ

中山間地域で農作
業や農業施設を集
落共同で実施して
いる集落

Ａ

中山間地域の常設
直売所数

Ａ

（バイオマス利活用の推
進）
食品残渣や家畜排泄物など
を利用した自然有機肥料の
製造技術やその栽培技術を
実用化し、バイオマスの有
効利用により環境と調和の
とれた循環型社会の構築を
図ります。

バイオマス利活用
モデル地区

Ａ

安全農業推
進課

食の安全性への関心や、食
へのこだわり、新鮮でおい
しい農産物など様々な県民
ニーズの高まりに応えるた
め、「食の安全・安心シス
テム」の構築をはじめ、
「千葉ブランド」の象徴で
ある「ちばエコ農産物」＊
の安定的な生産や「食」と
「農」の大切さを理解し、
健康と農林水産業を育む
「食育」の幅広い展開を図
り、全国に誇れる「千葉ブ
ランド」の確立を目指しま
す。
また、都市に住む人々など
が、豊かな自然や景観が残
る農山漁村地域に滞在し、
地域の自然・文化・産業な
どの体験や各種イベント等
への参加を通じて、地域と
の交流を楽しむグリーン・
ブルーツーリズムの展開に
よる都市農村交流の推進及
び地域資源を活用した魅力
ある交流拠点や市民農園等
の整備を図り、地域農業の
活性化を目指します。

安全・安心な農
産物の安定供給
と地域農業の活
性化

・安全・安心な農産物の
安定供給の実現に向け
て、順調に進んでいま
す。
　この理由として、①
「ちばエコ農産物」の産
地指定や品目数の拡大を
図り、栽培面積が
2,491ヘクタールまで増
加したこと、②食品販売
店への巡回指導や食品ウ
オッチャー(50名)の設置
により適正表示率が目標
の70%に達したこと、③
農薬取扱者への立入検
査・指導を1900回実施す
るとともに、農薬安全使
用研修会の開催、啓発用
資料の作成・配布、農薬
管理指導士の認定、登録
農薬の適用拡大などによ
り農薬の適正使用の徹底
を図ったこと、④トレー
サビリティシステムの推
進のため、地域推進協議
会・研修会の開催、啓発
資料の作成・配布等によ
る生産履歴記帳運動の県
下全域での展開、「ちば
エコ農産物」トレーサビ
リティシステム構築のた
めの機器整備等への支援
を行ったこと、⑤食育の
促進のため、ちば食育ボ
ランティアの活動への支
援、シンポジウムの開
催、ちば食育サポート企
業の募集などにより、食
育への関心が大いに高
まったことなどが挙げら
れます。
・地域農業の活性化の実
現に向けて、順調に進ん
でいます。
　この理由として、①グ
リーン・ブルーツーリズ
ムの推進として、モニ
ターツアーの開催、
各地域のイベント支援、
ガイドブックの作成等に
よる積極的なＰＲ、また
県内初の滞在型市民農園
の整備、302名が受講し
た直売所等経営者研修会
の開催など、都市と農山
漁村の交流を促進したこ
と、②中山間地域等直接
支払制度に17市町村が取
り組み協定数165、交付
金支払面積が1,100ヘク
タールとなり耕作放棄地
が未然に防止され、中山
間地域の集落機能等の活
性化に寄与しているこ
と、③食品廃棄物のリサ
イクルを促進するための
施設を導入したことなど
が挙げられます。

拡大 拡大

（都市と農山漁村の交流の
推進）
農林水産業と観光産業など
が連携した新たな取り組み
として、『大地と海の「グ
リーン・ブルーツーリズム
ｉｎちば」推進方針』によ
り、都市と農山漁村の交流
など千葉県型グリーン・ブ
ルーツーリズムを推進しま
す。
多様な地域資源を活用した
魅力ある交流拠点、市民農
園等の体験空間の整備を図
り、都市農村交流や地域の
活性化を推進します。

（中山間地域等の活性化）
自然・経済・社会的条件が
不利な中山間地域におい
て、農業生産活動を継続す
ることで、耕作放棄の発生
を未然に防止し、多面的機
能の維持・増進、地域社会
の活性化を図ります。
また、地域の特色を活かし
た直売・交流拠点施設等の
整備を展開します。

（ちばエコ農業の推進）
消費者の農産物に対する安
全・安心への要望に応える
ため、「ちばエコ農産物」
の生産拡大が求められてい
ます。
このため、県認証制度の充
実強化や産地拡大のための
普及啓発対策を実施しま
す。
さらに、「ちばエコ農産
物」応援団の創設に向け、
消費者や流通関係者の「ち
ばエコ農業」への支援意識
の向上のため、消費者・産
地情報交換会や生産者間の
意見交換会への支援を実施
します。

（食の安全・安心体制の整
備）
食品表示の適正化を図るた
め、販売店などへの巡回指
導を強化し、消費者が安全
で安心な農林水産物を適切
に選択できるよう推進しま
す。また、食の安心を確保
するため、生産から流通・
販売の各段階で生産履歴情
報等を追跡することができ
るトレーサビリティシステ
ムの導入を推進します。
さらに、地域特産作物等へ
の農薬登録の適用拡大を図
り、併せて農薬使用基準の
周知徹底とともに、農薬に
よる事故防止及び農薬の適
正な流通・使用の推進と残
留農薬分析を実施します。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

農業産出額 －

（優良農地の確保、保全の
促進）
農業生産の基礎的資源であ
るとともに、県土保全機能
や環境保全機能を有する優
良農地を確保・保全し、農
業の発展に向けて調整事務
を推進します。

農用地区域内農地
面積

Ａ

現状維持 現状維持

農業産出額 －
水田のほ場整備率
（標準区画３０
アール以上）

Ａ

現状維持 現状維持

生産農業所得 －

用排水施設の整備
後の効果発生面積
(受益面積)
（累計）

Ａ

認定農業者（累
計）

Ｂ

ほ場整備を実施し
た地区の経営体の
数
（認定農業者＋生
産法人）
（累計）

Ｂ

農地利用集積率
（作業受委託含
む）

－

（土地改良施設の維持管
理）
広域的かつ公共性が高く、
また高度な管理技術を要求
される国営施設や、大規模
な県営土地改良施設等につ
いて、適正な維持保全と運
営を図るため、県が管理し
ます。また、施設を管理し
ている土地改良区などへ指
導・助言を行います。

土地改良施設の維
持保全整備箇所数
（累計）

Ａ

農業生産額 －

生産農業所得 －

農業集落排水整備
率

Ａ

広域営農団地農道
整備供用延長

Ａ

（農地の保全と災害の防
止）
老朽化した、ため池等の農
業用施設や地すべり地域に
おいては、降雨地震等によ
り災害を受ける恐れがあり
ます。自然災害を未然に防
止するため農地や施設の整
備を行い農業経営の安定と
県土の保全を図ります。

ため池等整備箇所
数
（要整備箇所数
１７７箇所）

Ａ

（土地改良区の指導・検
査）
　土地改良区の運営の健全
化、適正化を確保するた
め、指導を行うとともに土
地改良区の検査を実施しま
す。

土地改良区の指
導・検査対象地区
数

Ａ

生産振興・基盤整備対策
の実現に向けて順調に進
んでいます。
　研修会等を開催したこ
とにより、市町村の農用
地利用計画について、市
町村が主体的かつ適切に
取り組むこととなりまし
た。
　また、農業振興地域整
備計画の変更について
は、従来、変更について
の法定要件等の問い合わ
せが多くありましたが、
研修後は主体的に判断す
る市町村が増えていま
す。

・「『ちば』の食と農をさ
さえる水・土・里づくり」
による生産性の高い農業の
確立と活力ある経営体の育
成に向けて概ね順調に進ん
でいます。
その理由として、厳しい予
算の中で効率的な予算配分
とコスト縮減及び計画の見
直しを行い、農業生産基盤
の整備を実施した結果、
①ほ場整備では５地区（受
益面積367ヘクタール）が
完了し、省力化・労働生産
性の向上が図られたこと。
②用排水施設の整備では、
新たに６９１ヘクタールに
ついて農業用水の安定供給
と排水整備が図られたこ
と。
③土地改良施設の維持管理
では、施設の現況調査及び
機能診断を行い、その結果
に基づき対策工事を実施し
たことにより、土地改良施
設の長寿命化が図られたこ
と。
などにより、収量の増加、
安定生産など農業生産の増
大に大きく寄与しました。

「ちば」の食と
農をささえる
水・土・里づく
り

農業の生産性の向上や
効率的かつ安定的な農
業経営を営むために
は、良好な営農条件を
備えた農地を確保し、
有効利用を図ることが
重要です。
このため、地域の特性
に応じた自然環境の保
全や美しい景観の形成
等に配慮しつつ、農地
の大区画化や水田の汎
用化、用・排水の整備
等の農業生産基盤整備
を推進し、生産性の高
い農業の確立と活力あ
る経営体の育成を図り
ます。

（生産性の向上に向けた生
産基盤の整備･振興対策）
意欲のある経営体が効率的
かつ安定的な営農ができる
生産基盤の整備を推進し、
農業の構造改革を加速さ
せ、優良農地を将来にわた
り適切に維持・保全してい
きます。

現状維持 現状維持

耕地課

農地は、農業生産にとって
最も基礎的な資源であり、
農地はいったん損なわれる
と、その復旧に非常な困難
を伴うことから、農業に
とって貴重な財産である農
地を良好な状態で未来に引
き継いでいくことがきわめ
て重要です。
また、農地は、適切な農業
生産活動を営むことによっ
て、洪水の調整、水源のか
ん養、土砂崩壊の防止、景
観保全など、さまざまな公
益的機能を持っています。
このように、農地は単なる
私的な資産ではなく、社会
全体にとって公共性の高い
資産であるという認識を新
たにし、農地の有効利用の
ための適正な利用規制を
行っていくべきです。
そこで、優良農地の維持・
確保ための推進方策を明ら
かにし、適正な土地利用が
行われるよう関係機関が一
体となった推進体制を整備
していくものとし、農地を
農業生産活動や県土保全、
自然環境保全など、県民に
とってかけがえのない財産
として確保を図ります。

農地課 優良農地の確
保、保全の促進

農村整備課 農業・農村は食料の安
定供給や県土保全の役
割を担うとともに、都
市住民への潤いや安ら
ぎを与える貴重な空間
であることから、農
業・農村の持続的発展
のため農業生産基盤の
整備や農村の振興のた
めの環境基盤の整備を
推進する必要がありま
す。
そこで、農業生産の維
持・向上と農家経営の
安定、農村生活環境の
改善、水質保全、災害
の防止や農村住民の安
全等を図るため、土地
改良総合整備事業をは
じめ基盤整備促進事業
及び農道整備事業、農
業集落排水事業、農地
防災事業、土地改良区
の指導検査等を実施し
て、生産性の高い農業
の確立と活力ある住み
良い農村社会を実現し
ます。

農業生産基盤・
農村生活環境基
盤の整備

Ａ

農業生産基盤・農村生活
環境基盤の整備による生
産性の高い農業の確立と
安定的な農業経営
及び活力ある住み良い農
村社会の実現に向けて概
ね順調に進んでいます。
土地改良総合整備事業に
よる水田の汎用化や農業
集落排水事業による農村
環境の改善と広域営農団
地農道の整備による生活
環境改善及びため池等整
備による災害の防止と県
土の保全が図られまし
た。
また、土地改良区への指
導・検査により土地改良
区の運営の健全化、適正
化を確保しました。

（生産性の向上に向けた生
産基盤の整備・振興対策）
米の需給動向に応じた多様
な作物が栽培できるよう
に、暗渠排水等の生産基盤
の整備を行い、水田の汎用
化と高度利用を推進し、食
料の安定供給と生産性の向
上を図ります。

土地改良総合整備
事業実施後の水田
の汎用化面積

（住みよい農村の整備）
都市地域に比べて遅れてい
る農村地域の下水道、農道
等のインフラ整備を行い、
生活環境の向上と地域の活
性化を図ります。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

農業産出額 －
集落営農組織育成
数（累計）

Ａ

育成対象とする担
い手数

Ａ 新規就農者の確保 Ｃ

特徴ある産地づく
り（グレードアッ
プ産地づくり）に
よる販売額の増加

Ａ
農村女性に対する
支援による女性起
業者等数（累計）

Ｂ

新品種育成数
（７年度からの累
計）

Ａ
農地の利用権設定
等面積

Ａ

認定農業者（経営
体）数（累計）

Ｂ

（技術対策）
革新的な農業技術の開発に
取り組むことで、農業者の
経営改善を進めます。

普及に移した農業
技術開発件数

Ｂ

農地利用集積率
（作業受委託含
む）

－
「ちばエコ農産
物」技術開発品目
数

Ａ

ＩＣタグ・２次元
コードを活用した
トレーサビリティ
実験農産物数

Ａ

ゴルフ場における
農薬使用量及び削
減率（対元年比：
316ﾄﾝ）

Ｂ

ゴルフ場における
農薬使用削減技術
開発件数（累計）

Ｂ

園芸関係産出額 －

（ちばエコ農業の推進）
消費者の農産物に対する安
全・安心への要望に応える
ため、「ちばエコ農産物」
の生産拡大が求められてい
ます。このため、産地拡大
のための普及啓発対策を実
施します。

ちばエコ農産物品
目数

Ｃ

農産関係産出額 －
百貨店における販
売促進フェア－の
開催

Ｃ

水田利用率 －
ふるさと房総定期
市の開催数

Ｃ

エコファーマー認
定数

Ｂ
千葉丼創作クッキ
ングコンテスト応
募点数

Ｃ

ちばエコ農産物栽
培面積

Ｂ
海外における常設
販売ルートの開拓

Ａ

ちばエコ農産物販
売協力店

Ｂ

（流通体制の整備･合理
化）
県内卸売市場を生鮮食料品
等の基幹的なルートと位置
付け、将来にわたりその役
割を果たすことができるよ
う、卸売市場の競争力の強
化並びに活性化に取り組み
ます。

第８次千葉県卸売
市場整備計画の策
定

Ａ

（水田農業構造改革対策の
推進）
地域水田農業ビジョンの早
期実現を目指して、集落農
業ビジョンの策定、千産千
消を進めるモデル地区の育
成、収益性の高い集団転作
など、農業者と地域水田農
業推進協議会の主体的取組
みを支援します。

集落農業ビジョン
の策定数（累計）

Ｃ

１　ちばエコ農業の推進対
策を概ね適切に実施しまし
た。
その理由として、①「産地
アドバイザー」を９月から
設定し、産地強化と体制の
整備を推進したこと、②
「ちばエコ農産物」栽培事
例集（１０品目・作型）及
び品目別栽培カード（５品
目）を作成・配布し、技術
向上と面積拡大を図ったこ
と、などが挙げられます。
２　「千葉ブランドの確
立」向けた販売促進対策を
概ね適切に実施しました。
その理由として、①都市地
域における販売拠点の整備
や定期市を開催したこと、
②集配送センターを中心と
した情報ネットワークの構
築が進展したこと、③「ち
ばエコ農産物」の販売協力
店の登録数が目標の８７％
に達したこと、④食と匠の
競演モデル事業で開発した
メニューを通じてＰＲ活動
が推進されたこと、⑤検査
農産物の見本市・商談会
（２回）や産地見学会・意
見交換会（３回）が好評
で、商品開発等が促進され
たこと、⑤公募事業により
県内はもとより首都圏や全
国に向けて効果的な販売促
進活動が展開されたこと、
などが挙げられます
一方、「ちばエコ農産物」
の理解浸透を図っていると
ころですが、認知度は決し
て高くないので、販売店や
供給量の拡大と併せて、引
き続き積極的なＰＲに努め
る必要があります。
３　消費拡大対策を概ね適
切に実施しました。その理
由として、
米の消費拡大対策について
は、①千葉丼創作クッキン
グコンテストや親子料理教
室の開催、②各種啓発活動
等を実施することにより、
ごはん食の普及・定着を推
進しました。
農産物の輸出促進対策につ
いては、２団体の取組に支
援し、①香港、シンガポー
ル、タイなどで販売促進活
動、商談活動の実施、②こ
れまで取組のなかったＥＵ
（英国）へのテスト輸出な
ど、農産物輸出の促進に向
けて一定の成果を上げるこ
とができました。
また、植木については、３
団体の取組に支援し、オラ
ンダ・ベルギー・イタリ
ア・中国等への試験輸出の
行い、造形樹を中心とした

生産振興・経営支援策と
して、特徴ある産地づく
り（グレードアップ産地
づくり）や新品種の育
成、農業の担い手育成・
確保等に取り組みまし
た。その結果、特徴ある
産地づくりによる農産物
販売額と新品種の育成数
が目標を上回るなど、具
体的な成果が出ていま
す。
一方、認定農業者数や農
地利用集積率は、着実に
増加しているものの目標
には達しませんでした。
なお、農畜産物価格の低
迷などから、農家所得の
減少や農業従事者の減
少、高齢化などが進んで
います。

拡大 拡大

（環境保全対策と地域資源
活用）
環境への影響に配慮し、ゴ
ルフ場における無農薬化を
推進します。

農業改良課 県内の農業者に対し
て、農業経営や農村生
活に役立つ技術を研究
開発し、これらを普及
組織などを通じて適時
適切に、そしてわかり
やすく提供するととも
に、農業・農村の中核
となる担い手の確保・
育成や特徴ある産地づ
くりを進めることによ
り、消費者に「安全で
安心・新鮮でおいし
い」農畜産物を安定的
に供給します。

生産振興・経営
支援対策の推進

生産振興課 国際化の進展や産地間
競争の激化など、多様
化した社会経済状況の
中で、消費者(県民)の
視点に立った安全・安
心で高品質な農産物の
安定供給を進めます。
併せて「千葉ブラン
ド」の象徴である「ち
ばエコ農産物」の安定
的な生産に努めます。
さらに、千葉県の特
性・優位性を活かした
生産性の高い農業経営
の展開を推進し、県民
の健康で豊かな生活を
推進する千産千消や、
首都圏を中心とした全
国の消費者にも県産農
産物を提供する千産全
消の販売促進を展開
し、全国に誇れる「千
葉ブランド」の確立を
目指します。
また、国は「米政策改
革大綱」（平成１４年
１２月３日農林水産省
省議決定）に基づき、
農業者が主役となる米
の生産調整システムの
構築と水田農業の構造
改革を目指していま
す。
このため、地域の作物
生産・販売戦略、水田
の利活用、担い手の育
成等の将来方向を市町
村ごとに明らかにした
「地域水田農業ビジョ
ン」に基づいて、農業
者の主体的取組を支援
し、国際化に対応でき
る「活力ある水田農
業」の確立を目指しま
す。

園芸・農産作物
の生産振興と販
売促進

現状維持 現状維持

（「千葉ブランドの確立」
に向けた販売促進対策）
環境にやさしい農業の推進
と、消費者の求める安全・
安心な農産物の供給を目指
す「ちばエコ農業（農産
物）」を中心として、千葉
県産の農林水産物を千葉県
民に消費していただく「千
産千消」の推進と、首都圏
を中心とした全国に向けて
販売促進活動を展開する
「千産全消」の推進によ
り、県産農産物のイメージ
アップと新たな販路の開拓
に取り組みます。

（消費拡大対策の推進）
県民を対象に、健康面に優
れたごはん食の普及･定着
を促進するとともに、水田
農業に対する理解の促進、
県産農林水産物を活用した
日本型食生活の推進等、ご
はん食の推進体制の整備及
び各種事業を展開し、米の
消費拡大に取り組みます。
また、本県産農産物の新た
な販路開拓を行うため、輸
出品目の掘り起こしや、テ
スト輸出などの取組みを支
援します。

（担い手・経営対策）
農業を支える経営体及び担
い手の育成を図るととも
に、産地間競争に負けない
特徴ある産地づくりを進
め、本県農業の維持・発展
を図ります。
また、農地の利用集積や遊
休農地の解消による経営規
模の拡大、農業法人の育成
対策、農業用施設導入等に
より認定農業者等担い手の
経営基盤強化を図ります。

（食の安全・安心対策）
ちばエコ農産物の産地拡大
やＩＣタグを活用した農産
物トレーサビリティの実証
等を通じ、消費者に安全・
安心な農産物を安定的に提
供します。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

園芸施設化面積 Ｂ

大型集選果施設整
備

Ａ

千葉県産米の需要
量

－

水稲作付面積 Ｂ

（環境にやさしい農業の推
進・バイオマス利活用の推
進）
県農業の持続的発展、地域
資源の活用、生産者と消費
者の提携を理念とし、生産
性の向上を図りつつ家畜ふ
ん尿等地域資源の活用、農
薬・化学肥料の節減等に集
落を基礎とした産地で取り
組み、環境にやさしい農業
を推進します。
また、バイオマスの有効利
用により環境と調和のとれ
た循環型社会の構築を図り
ます。

土壌分析・診断件
数

Ｂ

行い、造形樹を中心とした
本県産の植木の評価が高
かったことなどから、輸出
による販路拡大の可能性が
高いことが判明しました。
４　流通体制の整備・合理
化対策を概ね適切に実施し
ました。その理由として、
①ＩＴを活用した情報取引
システムの本格稼動に向
け、参加者の拡大やシステ
ム改修に対して支援したこ
と、②県内卸売市場の機能
強化を目指して、第８次千
葉県卸売市場整備計画を策
定したこと、③県内の公設
５卸売業者及び民営５卸売
業者に対して検査を行った
こと、などが挙げられま
す。

５　水田農業構造改革対策
を概ね適切に実施しまし
た。その理由として、
①５２市町村（合併前７２
市町村）において、米の数
量調整事務が円滑に実施さ
れたこと、②県水田農業推
進協議会において、集落農
業ビジョンや地域水田農業
ビジョンの策定を推進した
こと、③水田を活用した少
量多品目生産と直売の取組
が６市町村・７事業主体で
行われたこと、④麦・大豆
等の集団転作の取組が１９
市町村・６１事業主体で行
われたこと、などが挙げら
れます。
一方、５８の地域水田農業
推進協議会の７４集落にお
いて集落合意形成活動が行
われましたが、集落農業ビ
ジョンが策定されたのは２
６集落でした。
６　地域特性を生かした個
性豊かな産地づくりに向け
て概ね順調に進んでいま
す。
その理由として、
園芸作物については、①予
冷庫・保冷庫１４台が導入
され、新鮮な出荷体制を確
立できたこと、②施設化面
積は２，０５５ｈａで目標
には達しなかったものの、
着実に施設化が進んでいる
こと、③７地区において省
力機械・施設等を導入し、
産地の生産体制が確立した
こと、などが挙げられま
す。
米や特産作物では、①水稲
（５回）や落花生（４回）
の生育情報の提供による適
正な栽培管理を推進してき
たこと、②基幹施設を４地
区で整備するなど高品質・
低コスト化を図ってきたこ
と、③水稲種子（１，４８
６トン）や落花生種子（１
３，８００ｋｇ）を確保
し、適正な種子更新を推進
するなど、地域特性を活か
すとともに実需者ニーズに
即した生産と産地づくりを
展開しました。
公募事業では、生産者自ら
のアイディアを活かした千
葉ブランド産地づくりへの
取組に対して１９事業主体
を支援しました。
病害虫防除については、①
病害虫発生予察情報会議を
１１回開催し、予察情報等
を１８回発行したこと、②
病害虫防除指針１４００部
を発行するなど、適期・適
切な防除の啓発と実行を
図ったため、大きな被害は
ありませんでした。
７　環境にやさしい農業の
推進 バイオ 利活用

（地域特性を生かした個性
豊かな産地づくり）
国際競争に耐え得る体質の
強い園芸産地を確立するた
めに、施設化・省力化・直
売施設の整備を進めます。
また、消費者･実需者に選
ばれる安全・安心な県産園
芸品の安定供給のための産
地整備を図り、園芸農業の
構造改革を推進します。
米及び麦・大豆等の主要作
物については、地域や集落
の担い手を確保しつつ、地
域特性を生かした低コスト
で高品質な産地づくりを進
め、実需者ニーズに即した
安定供給体制の確立を図り
ます。
落花生などの特産作物につ
いては、全国的に主要な産
地として品質の向上や低コ
スト化を進めます。
さらに、個性豊かな産地づ
くりを進めるため、意欲あ
る農業者団体等から、安心
安全を基本に創意工夫を凝
らした提案を公募し、効果
が期待できる取組を支援し
ます。
併せて、安全安心を確保す
るため、生産管理記帳の運
動に取り組みます。
農作物に被害を及ぼす病害
虫の防除を適切かつ安全に
実施し、安心な農産物の安
定的な生産を推進します。

36



次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

（農業における環境対策の
推進と啓発）
園芸用廃プラスチックの千
葉県園芸用プラスチックリ
サイクルセンタ－での適正
（再生）処理を推進し、資
源の有効利用、農村環境の
保全及び施設園芸の健全な
発展を図ります。
また、中山間地域を中心
に、野生サル・シカ・イノ
シシによる農林作物への被
害防止対策を図ります。

プラスチックリサ
イクルセンターに
おける農業用廃プ
ラスチックの処理
量

Ｃ

畜産関係産出額 －
牛の飼養管理情報
データベース参加
団体数

Ａ

豚トレーサビリ
ティ実施出荷頭数

Ａ

（流通体制の整備･合理
化）
生生乳流通コストの低減を
図るため、酪農生産者組織
の再編と併せ、流通の合理
化を進めます。

県内酪農組織の合
併後の数

Ａ

酪農ヘルパー酪農
家参加率

Ａ

飼料生産請負集団
数

Ａ

畜産経営を改善す
る指導件数

Ａ

乳用牛能力検定の
参加牛の割合

Ａ

和牛繁殖雌牛の飼
養頭数（２歳以
上）

Ａ

（地域の特性を活かした個
性豊かな産地づくり）
牛を放牧して荒廃した遊休
農地や里山等を再生・活用
するとともに、有機畜産物
ＪＡＳ（日本農林規格）に
対応した牛の放牧管理方法
を確立します。

牛を放牧する箇所
数

Ａ

推進・バイオマス利活用の
推進対策を概ね適切に実施
しました。
　その理由として、①エコ
ファーマーの認定数が１，
０５９人となり目標の８
８％に達したこと、②土壌
分析・診断件数が２，４４
９点で目標の８２％であっ
たこと、③土づくり普及啓
発資料を作成・配布したこ
と、などが挙げられます。
８　農業における環境対策
を適切に実施しました。
その理由として、①農業用
廃プラスチックの適正処理
（処理量３，３２６トン・
目標の９１．９％）が推進
されたこと、②防護柵設置
のための事業（９市町村）、

畜産課 消費者と生産者相互の
視点に立った畜産振興
施策の新たな展開と畜
産環境保全施策の展開
により、安全・安心な
畜産物を消費者に供給
する体制やＷＴＯ（世
界貿易機関）農業交渉
後においても持続発展
可能な生産体制を構築
し、地域社会と共生す
る畜産業の確立を図り
ます。

畜産振興の推進 畜産振興の推進について
は、目標の達成に向けて
概ね順調に進んでいま
す。
食の安全・安心体制の整
備、経営体・担い手の育
成や生産基盤の整備・振
興対策などの広範な施策
を円滑に推進した結果、
指標の多くが目標値を達
成していることから、畜
産経営の持続的な発展が
期待され、全国でも有数
の畜産関係産出額の確保
が見込まれる状況にあり
ます。

拡大 拡大（食の安全･安心体制の整
備）
牛・豚の生産履歴を明確に
記録し、それら情報を必要
に応じて消費者等に提供で
きるシステムを構築しま
す。

（農林水産業を支える経営
体、担い手の育成）
１　ゆとりある酪農、肉用
牛、養豚経営の確立を図る
ため、　ヘルパー（作業補
助）制度の充実強化を図り
ます。
２　自給飼料生産を効率的
に進めるため、飼料生産請
負集団の育成や作業機械施
設等の整備を進めます。
３　多様化した畜産技術の
指導体制を強化するため、
熟練した畜産技術者等によ
る支援システムを推進しま
す。
４　肉用子牛の安定的な生
産を図るため、肉用子牛生
産者補給金制度の推進を図
ります。
５　経営感覚に優れた生産
性の高い畜産経営体を育
成・支援します。

（生産性向上に向けた生産
基盤の整備・振興対策）
１　消費者の求める良質で
安全な畜産物を提供するた
め、　家畜改良等により能
力の高い家畜を確保・増殖
するとともに、生産技術水
準の向上と需給動向に即し
た計画的な生産を促進しま
す。
２　家畜伝染性疾病の発生
予防、まん延防止のため、
生産農家における検査・調
査・指導等を実施し、サー
ベイランス（監視）体制を
強化するとともに、慢性疾
病等による家畜の損耗防止
を図ります。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

（都市と農山漁村の交流の
推進）
千葉県酪農のさとにおい
て、酪農・畜産に関する県
民の理解向上、都市と農村
の交流促進及び畜産振興と
地域活性化に努めます。

「酪農のさと」へ
の来園者数

Ｂ

（バイオマス利活用の推
進）
畜産農家における家畜排せ
つ物の適正管理と有機質資
源としての有効活用を推進
します。

家畜排せつ物にお
ける簡易処理施設
から恒久的な処理
施設へ改善する農
家戸数

Ａ

森林所有者が立て
る森づくり計画
（森林施業計画）
の認定面積（累
計）

Ａ 教育の森利用者数 Ｂ

県産木材の利用量 －
教育の森認定数
（更新を含む）

Ｂ

巨樹・古木ツアー
及びフォーラムの
開催数

Ａ

森づくり計画書
（森林施業計画
書）作成説明会開
催数

Ａ

森づくり支援交付
金（林業整備地域
支援交付金）対象
面積

Ａ

林道開設延長（累
計）

Ｂ

溝腐病で罹病した
サンブスギ材の
製材数量

Ａ

サンブスギ内装材
提供戸数

Ａ

県産材を使用した
公共施設建設数
（累計）

Ａ

木質バイオマス利
用数量
（高性能炭化炉に
よる炭化）

Ｃ

山地災害危険地区
に対する治山工事
の実施割合

Ａ

保安林整備事業実
施箇所数

Ｂ

防災林造成事業実
施箇所数

Ｂ

水源地域整備事業
実施箇所数

Ａ

林務課 　森林は、木材等の林
産物の供給をはじめ、
山地災害の防止、水源
のかん養、自然環境の
保全、保健文化的利用
の場の提供から、二酸
化炭素の吸収・貯蔵や
生物多様性の保全まで
多面的な機能をもって
います。このため、森
林を保全し、森林のも
つ多面的な機能を維持
するとともに、一層そ
の機能の向上と利用を
図っていくことが大切
です。
また、森林のもつ多面
的な機能を持続的に発
揮させるためには、植
林、下草刈、間伐、主
伐、県産材の利用と
いった林業生産活動の
サイクルを計画的か
つ、継続的に行うこと
が必要です。
そこで、林務課は、林
業生産活動を担う林業
や木材産業の活性化を
図り、計画的な森林づ
くりの推進及びサンブ
スギを始めとする県産
材の利活用の拡大を推
進します。そして、県
民が森林に親しみ、森
林の多面的な機能の活
用や効用を享受できる
ような環境を創造する
ために森林の保全と総
合利用を推進します。

森林の保全及び
総合利用の推進

（森林の利活用の推進）
県民の森林・林業への理解
を深めるため、小・中学校
の近郊に認定してある教育
の森の利用を推進します。
そして、教育の森の利用者
に対しては、森林活動の指
導者を紹介したり作業用具
の貸し出しを行います。
また、地域のシンボルであ
る巨樹・古木の調査を行
い、その内容をホームペー
ジやパンフレットなどによ
り森林・林業情報として発
信して教育や観光への活用
を図ります。
なお、巨樹・古木の樹勢回
復や病害虫を防除するため
に樹木医等による相談を行
います。

（森林・林業の活性化）
森林のもつ多面的な機能を
持続的に発揮させるために
は、植林､下刈､間伐､主伐､
木材利用といった林業生産
活動のサイクルを繰り返す
ことが重要です。
そのためには、森林所有者
等が計画的かつ、合理的な
森づくりを行えるようにす
ることが必要です。そこ
で、森林所有者等による長
期の森づくり計画である森
林施業計画の作成を推進
し、その計画が確実に実行
できるよう各種の支援を行
います。
また、森林整備を行うため
に必要な林道の開設や舗装
等を行います。や舗装等を
行います。

（ちばの木の需要拡大）
県産木材（ちばの木）の需
要を拡大するために、県産
木材を使用したモデル住宅
の展示や建築士等による木
造住宅の相談会を開催し
て、県産木材の良さの啓発
や需要の拡大を推進しま
す。
また、山武地域のスギ林で
問題となっているスギ溝腐
病について、罹病したサン
ブスギ木材の有効利用を図
るために、運搬や製材加工
する経費について助成しま
す。
なお、サンブスギ木材の利
用を啓発するために、県内
で木造住宅を建築しようと
する人に、モニター調査の
ための内装用木材を提供し
ます。
一方、これまで森林の伐採
や製材の過程で発生して未
利用となっていた端材等を
木質バイオマスとして新規
の用途を開発します。

（林地の保全と災害の防
止）
県民が安心して生活できる
ために、山地の崩壊等の恐
れのある場所で治山工事を
実施して災害の防止を図り
ます。
また、地域の防災や環境保
全等を目的として指定され
た保安林の機能を維持・向
上するために森林の手入れ
や保安林の土地を保全する
ための工事を行います。

森林の保全及び総合利用
の推進対策を概ね適切に
実施しました。県の取組
みについては、　　①教
育の森の利用については
利用者数が前年度より
22％と大幅に増加したも
のの目標には達しません
でしたが、巨樹・巨木ツ
アー等は注目を受け好評
を博した。②森林施業計
画認定面積は順調に伸
び、交付金による森林所
有者への支援も目標を
42％も上回りました。③
サンブスギ材のブランド
化のための対策は順調に
推進できました。一方、
木質バイオマスの利用数
量は目標値には及びませ
んでしたが、炭の新規用
途の開発には一定の成果
を上げることができまし
た。④林地の保全と災害
の防止については、予算
が減少した中で工法の検
討や工事コストの削減等
に努めた結果、概ね目標
を達成しました

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

森林所有者が立て
る森づくり計画
（森林施業計画）
の認定面積（累
計）

Ａ

里山条例に基づく
里山活動協定締結
件数

Ａ

県が支援する民有
林の森林育成・保
育面積

Ｂ

県営林の森林育
成・保育面積

Ａ

サンブスギ林再生
面積

Ｂ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）

－

（食の安全・安心体制の整
備）
水産加工業者等に対し、
JAS法に基づく表示の徹底
を指導してまいります。

加工業者及び直販
所の食品表示のた
めの巡回指導

Ａ

水産加工品生産量 Ａ

県内漁港で水揚げ
された水産物を都
市部に届けるとれ
たて直送便の実施

Ａ

漁業就業者数 Ａ
のり養殖業が使用
する機器の設置

Ａ

（食育の推進・生産者と消
費者相互の理解と信頼の確
立）
学校給食や料理教室を通し
て、水産業への理解を深め
ます。

学校給食への千葉
県産水産物の提供
校数

Ａ

漁業活動共同実践
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ａ

水産業実習者の受
入

Ｂ

（森林の利活用の推進）
「千葉県里山条例」に基づ
き、森林の中でも県民に
とって身近な里山を、県、
市町村、県民、企業等が協
働して整備し、多様な活動
を図りつつ里山の持つ良さ
を次代に引き継ぐため、里
山活動協定の締結促進と里
山活動の推進を図るととも
に、里山活動の担い手を育
成します。
また、広く県民に、森林に
親しみ、楽しんで理解して
もらうとともに、「癒し効
果」などの森林の多面的な
機能を有効に活用する場と
して、６箇所の「県民の
森」の利用を促進します。

森林の育成・保全及び利
活用の推進を図るため、
各種事業を適切に実施し
ました。
① 里山条例に基づく里
山活動協定締結件数は、
目標50件に対し55件と目
標を上回りました。
② 森林施業計画認定面
積は、目標より４２％多
い6,494ヘクタールを達
成しました。
③ 広く県民に、森林に
親しみ、楽しんでいただ
くなどの森林の多面的な
機能を有効に活用する場
として設置された６箇所
の「県民の森」について
は、指定管理者制度に移
行するため適切な手続き
を行い、一層効率的な管
理と充実した運営が図ら
れるよう努めました。

みどり推進
課

みどりのボラン
ティアの登録数

県民の森入園者数
（年間）

Ｂ

Ｃ

現状維持 現状維持

（森林資源の保全と育成）
　健全な森林を育成するた
めに、造林、下刈り、間伐
などの保育作業を、民有林
及び県営林で推進します。
また、北総地域のサンブス
ギ林に溝腐病の被害が蔓延
して森林の機能低下が生じ
ているため、多面的な機能
を発揮できる健全な森林へ
の再生を推進します。
さらに、森林病害虫の防除
を適切に実施し、健全な森
林の保全と育成を推進しま
す。

（新鮮でおいしい千葉のさ
かなのブランド化）
県内で漁獲、水揚された新
鮮でおいしい水産物（地
魚）や付加価値を高めた高
品質の水産加工品等を産地
や消費地で安定的に供給
し、「千葉ブランド」の確
立を図ります。
また、漁業者が行う品質向
上、他県産品との差別化等
に資する施設整備や検査体
制に対し、支援します。

　みどりの中心となっ
ている森林は，豊かな
生活の基礎となる環境
と、その環境を支える
生物多様性の保全，地
球温暖化防止のほか、
災害の防止，健康づく
り，レクリェーション
の場等，さまざまな機
能を有しています。こ
のため、県民全体で森
林の保全と機能の向上
に取組み、優れた森林
を次世代に引き継いで
いくことが大切です。
一方，手入れが行き届
かず，その機能が十分
に発揮されない森林が
増えつつあることか
ら，県民に森林に親し
むとともにその重要性
を理解してもらい、県
民参加による森林づく
りを進めることを目指
します。
森林の中でも特に身近
なみどりである里山の
保全が急務であること
から、「千葉県里山の
保全、整備及び活用の
促進に関する条例」に
基づき，市町村と連携
して里山活動団体への
支援を行うとともに、
森林の育成のための林
業活動への支援や、県
民が森林に親しみ理解
する場である県民の森
の効果的な運営、ま
た、「癒し効果」のよ
うな新たな森林の機能
の発揮などにより森林

森林の育成・保
全及び利活用の
推進

水産課 本県では、海域特性に
応じた多様な漁業が存
在し、四季折々の旬の
魚を供給していること
から、今後とも安全で
安心できる新鮮な水産
物の安定供給と水産業
の健全な発展を図るた
め、漁船漁業の振興、
水産物流通の機能強
化、水産加工業の振興
及び水産業の担い手の
育成を推進します。

水産物の安定供
給と水産業の健
全な発展

（農林水産業を支える経営
体、担い手の育成）
漁業者の育成のため、水産
業普及指導員を通じ漁業技
術及び知識の普及、教育を
行なうとともに、漁業士及
び青壮年女性グループの自
主活動を支援します。併せ
て意欲ある漁業者集団（中
核的漁業者協業体等）が、
創意工夫をもって行なう漁
業経営改善への取組みを推
進します。
また、漁村内外から漁業希
望者を受け入れ、活気ある
漁村を形成するため、水産
高校生等に対する水産業イ
ンターンシップ（学生が在
学時に企業等で業務を短期
間経験すること）、新規就
業希望者に対する漁業技術
研修を実施します。
さらに、漁業者の経営管理
能力の向上のため、個別漁
業経営体の経営診断及び巡
回指導等を行ないます。

水産物の安定供給と水産
業の健全な発展対策は順
調に進んでいます。この
理由として、漁業調査船
による的確迅速な漁況海
況情報の提供により、本
県漁船の円滑な操業及び
漁場の効率的利用が図ら
れ、海面漁業・養殖業生
産量が平成15年度より
7.5％増加が見られ、併
せて水産加工品生産量も
1.3%増加しました。ま
た、漁業就業者が緩やか
に減少・高齢化する中
で、漁業就業希望者へ体
験漁業・求人情報等の提
供したことにより、新規
漁業就業者があり現状を
維持しています。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

貝類資源に有毒な
泥水を沖へ流す澪
（水の通路）の浚
渫

Ａ

操業の省力化、効
率化や水産物の付
加価値を向上させ
るための施設の整
備

Ａ

（水産資源の増大と持続的
利用の推進）
資源の持続的利用を図るた
め、生産管理対策として、
密漁防止等の施設整備を支
援します。
併せて県内の漁業や水面利
用に関するトラブル等を防
止し、秩序維持を図りま
す｡
また、資源回復に向けた努
力量削減のため、まき網漁
業の運搬船の減船や沖合底
びき網漁業の資源管理型漁
具の導入に対し助成し、資
源の維持増大、漁業者負担
の軽減及び漁家経営の改善
を図ります｡

密漁防止暗視カメ
ラの設置

Ａ

（都市と農村漁村の交流の
推進）
水産資源を活用し観光業者
と連携して「地魚料理が食
べられる、買える。海を丸
ごと満喫できる。」よう総
合的な計画策定、関連施設
の整備や直売施設の販売力
強化を支援し漁村地域と都
市部住民との交流を通じた
漁村の活性化を図ります。

宿泊客に、より一
層の満足を提供す
るための漁家民宿
へのサービス向上
研修

Ａ

海底障害物除去 Ａ

海難予防のための
標識灯等の整備

Ａ

養殖魚(ウナギ)の
生産履歴の公開

Ａ

養殖魚の医薬品残
留検査数及び検査
結果

Ａ

貝毒調査の実施回
数（アサリ、チョ
ウセンハマグリ）

Ａ

第５次栽培漁業基
本計画の公表（17
～21年度）

Ａ

人工種苗７魚種の
放流

Ａ

天然種苗の移植放
流

Ａ

魚礁の設置・増殖
場の造成
（１４年度からの
累計）

Ａ

資源管理計画等の
策定及び普及の推
進

Ａ

－

（漁場・漁村環境整備の推
進）
東京湾の漁場環境を保全す
るため，海底障害物の除去
や、海難予防のための標識
灯等の整備を支援します。
また、在日米軍及び自衛隊
の演習による漁場利用制限
の周知と損失補償の取りま
とめや海岸域で混獲・座礁
した海産哺乳類の処理に対
し助成します｡

（食の安全・安心体制の整
備）
県民に安心感を与えるため
に、養殖魚の生産履歴、医
薬品残留検査、貝毒検査の
結果を開示します。

漁業資源課 本県の沿岸漁業従事者
の経営安定と消費者へ
の安全・安心な水産物
の安定的供給を目指
し、漁業資源の増大と
資源管理の推進、漁場
環境の保全、沿岸漁場
の整備・造成等に取り
組みます。

栽培漁業の推進

海面漁業・養殖業
生産量（属人）

（生産性向上に向けた生産
基盤の整備・振興対策）
　東京湾を始め、県内全域
の漁業者の漁業生産性向上
を図るために施設整備等を
支援します。
また、漁船法・漁業法等に
基づく、漁船及び漁業の許
認可、漁業権の免許等の行
政手続事務を遅滞なくス
ムーズに処理します｡
さらに、老朽化が著しい水
産総合研究センター所属第
二ふさみ丸に代わる最新の
調査機器を整備した高性能
な漁業調査船を建造し、漁
業者へ提供する魚群情報や
調査研究の内容を充実させ
ます｡

（水産資源の増大と持続的
利用の推進）
　本県沿岸漁業及び内水面
漁業における重要な資源の
維持・増大を図るため、種
苗の生産・放流、漁場を造
成するとともに、漁業者自
らが資源管理を実践し、資
源の持続的利用を推進しま
す。
更に、漁場環境を保全する
ため、漁場の効用が低下し
ている箇所の清掃、のり漁
場の油流出の監視等を行い
ます。

栽培漁業の推進を図るた
めの事業を概ね適切に実
施しました。
　その理由としては、①
人工種苗７魚種の放流に
ついて、計画を上回る放
流が実施できたこと、
②第５次栽培漁業基本計
画（平成１７年度～２１
年度）を策定、公表した
こと、③魚礁の設置・増
殖場の造成も予定どおり
の事業が実施できたこ
と、などにより、水産資
源の維持・増大に寄与す
るとともに、漁家経営の
安定化にむけた事業を順
調に実施したことが挙げ
られます。
　また、三番瀬漁場環境
の再生については、必要
な調査を実施し、３カ年
にわたる調査結果のとり
まとめを行いました。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

磯根漁場の廃棄物
の除去

Ａ

のり漁場の油流出
の監視

Ａ

豊かな海を育む総
合対策協議会の開
催

Ｂ

アオノリ養殖技術
開発試験

Ａ

魚にやさしい水辺
づくり相談窓口の
開設及び相談件数

Ａ

淡水魚かい類等の
展示及び来訪者数

Ａ

（三番瀬の漁業環境の再
生）
三番瀬を優良な漁場として
再生するため、漁業に支障
になっているアオサの発生
量調査や効率的な回収方法
の検討、アサリ資源の維持
増大を図るための調査、稚
魚等の生育の場となる藻場
を造成するための調査を実
施します。

三番瀬漁場再生調
査

Ａ

海面漁業・養殖業
生産量(属人)

－
漁港漁場整備事業
(県管理漁港13港)
の整備率

Ａ

漁港の整備促進に向け
て、順調に進んでいま
す。
　その理由として、漁港
漁場整備事業（県管理漁
港１３港）の整備率が前
年度より５．６％増加し
たこと、及び銚子漁港の
臨港道路整備の完了した
ことなどがあげられま
す。

漁場でとれた魚介類は､
漁港で陸揚げされ､全国
各地に運ばれていきま
す。また､漁業関係者の
多くは､漁港の近くにあ
る漁村に住んでいま
す。更には､漁場・漁
港・漁村は､このような
漁業活動の基地として
の役割のみならず､地域
社会の核としての役割
や余暇空間の提供な
ど、地域の人々や全国
の人々の生活に関わる
多面的な機能を有して
おり、これら機能をよ
り有効に発揮する必要
があります。このこと
から、漁港漁場整備事
業､環境整備事業の実施
などにより漁場・漁
港・漁村の環境の基盤
整備を総合的かつ計画
的に推進します。この
ことにより、漁業を中
心とした地域に活力を
もたらし､豊かで住み良
い漁村の振興を図りま
す｡

漁港の整備促進漁港課 （生産性向上に向けた生産
基盤の整備・振興対策）
水産物の供給基地漁港のほ
か、地域の活性化、高齢
者・女性のより安全で円滑
な漁業生産活動、利便性の
向上、航行の安全確保を図
るため、漁港整備を推進
し、併せて漁港利用の適正
化のため、漁港管理を行な
います。

（内水面漁業の振興）
内水面漁業の振興を図るた
め、新たな養殖魚種の開発
試験や各種の調査を実施し
ます。
また、市民の憩いの場とし
ても重要な河川湖沼の自然
環境の保全に配慮します。

現状維持 現状維持

41



部局名：県土整備部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

まちづくりにおい
て国・県・市町
村・ＮＰＯ・住民
等との協働・参画
が行われている市
町村の割合（協
働・参画市町村数
の割合）

Ａ
まちづくり交付金
活用地区数

Ａ

災害発生時には、
国及び関係市町村
と必要な連携・調
整を図り、円滑な
災害復旧及び事業
執行を進めます。

Ａ

「千葉県まちづく
り懇談会」出席市
町村数（年度内平
均）
16年度は2回開催
17年度は3回程度
開催予定

Ａ

（円滑な災害復旧事業の遂
行）
災害発生時には、国及び関
係市町村と必要な連携・調
整を図り、円滑な災害復旧
事業の遂行に努めます。

災害発生後、適切
に災害査定を受
け、早急に災害復
旧します

Ａ

県土整備部各課
が、その使命・役
割を発揮できるよ
う、適正な組織運
営や適正な連絡・
調整を行います。

Ａ

現状維持 現状維持

県土整備部各出先
機関がその使命・
役割を発揮できる
ように、合理的・
効率的な職場環境
の推進を図りま
す。

Ａ

（部局及び課予算・決算の
調整）
部内業務等の遂行状況を正
確に把握し、適正な予算運
営に努めます。

部内業務等の遂行
状況を正確に把握
し、適正な予算運
営に努めます。

Ａ

（部及び部内各課の政策の
企画・調整）
より総合的で効率的な県土
整備部の政策展開を進める
ため、部局及び部内各課の
情報提供、連絡調整を行
い,部の政策の企画やとり
まとめを行います。

他部との総合調整
等を行なうととも
に部内職員に必要
な情報が共有され
るよう、迅速な情
報の収集・提供を
行うとともに、県
土整備部の政策の
企画立案やとりま
とめを行ないま
す。

Ａ

（ふさのくに県土づくりプ
ランの策定）
県民の生活実感にあった目
標を定め、県民が求める社
会基盤整備を進めていくた
め、「ふるさとのくに県土
づくりプラン」の検討を進
めます。１７年度は、県土
整備の目指すべきサービス
水準や施策の方向の検討を
行います。

（仮称）ふさのく
に県土づくりプラ
ンの策定

Ａ

県土整備政
策課

最終成果指標
／上位成果指標

分権社会のまちづくりの
促進と円滑な災害復旧の
遂行を適切に実施しまし
た。その理由として①説
明会の開催やきめ細かい
相談会の実施など、市町
村によるまちづくり交付
金事業の活用を促し、事
業実施を促進したこと、
②「千葉まちづくり懇談
会」の開催や「ちばまち
づくり情報館」の開設な
ど、協働によるまちづく
りの取組が実施されたこ
と、③公共土木施設災害
復旧に係る業務を円滑に
遂行したことなどが挙げ
られます。

県土整備の総合的な調
整、企画立案及び内部管
理業務を適切に実施しま
した。その理由として、
①組織について事務事業
の更なる合理化を図ると
ともに事業の進捗や見直
しに伴う事務所の新設、
廃止を行ったこと、②予
算決算等に係る業務を総
合的に推進したこと、③
公共土木施設災害復旧に
係る業務を円滑に遂行し
たこと、④政策の調整を
進めるため必要に応じて
部内各課を招集し会議を
開催するなど部内の連絡
調整を図り、総合的・横
断的な政策調整や企画立
案を行ったこと、⑤ふさ
のくに県土づくりプラン
の策定にあたり、部内各
課の職員による検討会を
開催し、県土整備部に関
する事業の今後のあり方
を検討することで、職員
自身の意識改革などの促
進を図ったこと、などが
挙げられます。

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括

活力ある県土や安全で
快適な暮らしと環境を
創造する基盤整備を目
指して、各種施策を総
合的かつ効果的・効率
的に進めるため、県土
整備部の主管課として
組織・予算運営の合理
的、効率的な執行や各
種施策の総合調整や企
画・立案を進めます。
さらに県民の目線に合
わせた県土づくりを進
めるため「ふさのくに
県土づくりプラン」を
策定し、効率的な県土
づくりを進めます。

県土整備の総合
的な調整、企画
立案及び内部管
理業務

（まちづくり事業の推進）
まちづくりの主体となる市町村
が、住民、ＮＰＯなど地域との
協働・連携のまちづくり事業を
行うための支援をします。さら
に、国の「まちづくり交付金」
制度を利用してまちづくり事業
を行おうとする市町村を指導
し、市町村によるまちづくり事
業を促進します。
（まちづくりＮＰＯと市町村の
連携強化）
県内のまちづくりＮＰＯ、県民
市町村が参加する「千葉県まち
づくり懇談会」を通じて協働に
よるまちづくりを進めます。

地方分権時代のまちづ
くりを進めるため、
国、県、市町村、住
民、ＮＰＯ、企業など
多くの主体と適切に役
割分担し、まちづくり
の主体である市町村の
まちづくりを支援して
いきます。
そのため国の交付金で
あるまちづくり交付金
事業を通して、県内市
町村のまちづくりを支
援していきます。さら
に市町村と県内のまち
づくりＮＰＯ等ととも
に懇談会を開催して協
働によるまちづくりを
促進していきます。
また、災害発生時に
は、国及び関係市町村
と連携・調整を図り、
円滑な災害対応及び事

分権社会のまち
づくりの促進と
円滑な災害復旧
の遂行

（部内各課の適正な連絡・
調整及び部内各出先機関の
合理的・効率的な職場環境
の合理化、適正化の推進）
県土整備部の組織運営方針
を遂行するため、部内各課
間の連絡・調整及び部内各
出先機関の職場環境の合理
的化、適正化を推進しま
す。

予算・人員の最大
限の活用と組織力
の向上を図り、部
内各課、各出先事
務所及び庁内他部
局と連携し、部内
の政策や企画立案
を通して効率的・
総合的な県土整備
を推進します。

Ａ

二次評価
結果

施策展開の柱

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

都市計画の決定・
変更

Ａ
千葉県都市計画審
議会の開催

Ａ

宅地開発事業の審
査・指導

Ａ
区域区分等の都市
計画見直し状況

Ｂ

国土利用計画法に
係る届出審査

Ａ

都市計画道路の見
直し状況（県が見
直す長期未着手路
線における検討路
線数の割合）

Ａ

諸法令に基づく宅
地開発事業に係る
開発許可基準の適
宜適切な見直し及
びその周知

Ａ

被災宅地危険度判
定士の人口10万人
当たりの判定士

Ａ

国土利用計画法に
かかる事後届出の
期限内処理率

Ａ

国土利用計画法に
かかる事後届出に
ついての啓発活動
の実施形態の種
類・回数

Ａ

地価情報提供ホー
ムページの内容改
善によるアクセス
数

Ａ

地籍調査事業着手
市町村数

Ｂ

地籍調査事業の市
町村担当者を対象
とした講習会、視
察等の実施回数

Ｂ

市町村における景
観施策の取組みの
促進

Ａ

新たに景観行政団
体となる市町村を
掘り起こすための
モデル景観計画の
策定（計画対象市
町村数）

Ａ

拡大 拡大

街並み保全検討マ
ニュアルの策定

Ａ

建設副産物のリサ
イクル率

－

公共工事のコスト
縮減率
基準年(平成８年
度)

Ｂ

（建設リサイクル法の遵守
と適正処理の推進）
県民及び建設業関係者に対
して、建設リサイクル法の
遵守と建設副産物の発生抑
制・再使用・再利用及び適
正処理を推進します。

建設発生土の工事
間利用率

－

新技術の発表会
（講習会）の実施
回数

Ａ

電子納品の導入 Ｂ

（工事の事故防止対策の推
進）
県が発注する工事の事故防
止を図るため、関係機関に
対し、安全対策及び事故防
止対策などについて指導し
ます。

土木技術職員研
修・講習会実施回
数

Ａ

（適切な都市計画の推進）
都市の無秩序な市街地拡大
を抑制し、秩序ある市街地
の形成や良好な都市環境の
ため、健全で適切な土地利
用します。また、円滑な都
市活動を確保し、良好な都
市環境を保持するため適切
な規模、位置への都市施設
整備を推進します。

（安全で良好な宅地整備へ
の誘導）
諸法令に基づく宅地開発事
業に係る開発規制の内容、
開発許可基準を定期的に見
直しつつ、適正に審査・指
導することにより、良好な
市街地整備を図ります。

都市計画課

良好な景観は、地域の
自然・歴史・文化等と
人々の生活、経済活動
等との調和により形成
されるものであり、適
正な制限の下にこれら
が調和した土地利用が
なされることなどを通
じて、その整備及び保
全を図る必要があり、
地域固有の特性や地域
住民の意向を踏まえ、
多様で良好な景観の形
成が求められていると
ころです。
このことから、景観の
まちづくりへの取り組
みをより多くの市町村
が行うよう支援し、美

美しい県土づく
りの実現

・県西部の市町村におい
ては、法定の千葉市（政
令市）及び船橋市（中核
市）に加え、市川市、市
原市、我孫子市、柏市、
佐倉市の５市が景観行政
団体となり、景観まちづ
くりに積極的に取り組み
始めました。一方、県東
部や南部の市町村では、
現在のところ景観行政団
体となる市町村がありま
せん。その理由として、
各市町村における景観行
政の認識の差が大きいこ
とや市町村合併に伴い景
観行政への取組みが遅れ
ていることなどが挙げら
れます。

都市の健全な発展と秩
序ある整備を図るた
め、土地利用及び都市
施設の整備に関する各
種都市計画手続きや、
都市計画の見直し方針
を策定するとともに、
国土利用計画法に係る
届出審査を通じ適正な
土地利用を図ります。
また住みよいまちづく
りを進めるため、安全
で良好な宅地の供給を
誘導します。

良好な都市づく
りの推進

・良好な都市づくりの推
進に向けて順調に進んで
います。
この理由として、
①適切な都市計画を推進
するため、千葉県都市協
会における総会（５５市
町村６５名参加）や実務
担当者会議（４７市町村
８６名参加）等を活用し
て、市町村に対する情報
提供や啓発等を目的とし
た講習会を開催し、社会
経済状況にあった都市計
画の策定に努めたこと、
②地域の特性や実情にき
め細かく応じた施策展開
が可能とするため、宅地
開発事業の許可権限等の
うち、優良宅地認定事務
の権限移譲を市町村へ働
きかけたこと、
③地価調査、地価公示情
報をホームページ等を通
じた情報提供により、安
心して土地取引ができる
環境づくり、また、土地
月間における県民を対象
としたPR活動や、宅建業
者を対象とした法定講習
会での講演等を通じ、適
正な土地利用の推進に成
果を挙げることができた
こと、
④地積調査事業について
は、未着手市町村に対
し、事業の目的及び効果
等の啓発に努めた結果、
１９年度から１町、２０
年度から１市が着手予定
と、成果を挙げることが
できたことが挙げられま
す。

（土地取引の届出審査）
県民にとって限りある財産
であり、生活・生産の基盤
である県土を、国土利用計
画法の趣旨に添って同法に
基づく届出を処理し、適正
かつ合理的な土地利用を図
ります。

（新技術の活用推進と公共
工事コスト縮減）
環境負荷の低減・コスト縮
減等に関する材料や民間事
業者の開発した新技術の活
用を図るため、関係機関に
対し技術情報の提供を推進
します。
公共工事コスト縮減は、現
行の「新行動計画」と新た
に策定した「公共事業コス
ト構造改革プログラム」に
より、全庁的に公共工事コ
スト縮減が図られるよう指
導・推進します。

（県民が安心できる土地取
引の基盤づくり）
地価調査事業を通じて、適
正な地価形成を誘導しま
す。また、地籍調査事業を
通じて地籍を明確化し、県
民が安心して土地取引をで
きる基盤をつくります。

Ａ

公共工事等を適
正に執行するた
めの指導・管
理・検査体制づ
くり

（美しい景観の形成）
景観法の制定に伴い、市町
村が景観行政に主体的に取
り組むための支援の充実に
努めます。
また、既に一定の街並みが
形成されている地域で街並
みや市街地環境が損なわれ
つつあり、何らかの保全策
が必要な地区等の街並み保
全施策の支援に努めます。

技術管理課 長引く不況により依然
として厳しい財政状況
が続いており、公共工
事等においても限られ
た予算を効率的に執行
していくことが求めら
れています。このよう
な状況の中、公共工事
のコスト縮減を推進す
るとともに、公共工事
の品質が契約どおり確
保されているかどうか
検査を行います。あわ
せて、請負業者等に対
して技術指導を行うこ
とにより建設技術水準
の向上に努めます。
さらに、大量廃棄型社
会を反映し様々な環境
問題が生じている中、
資源循環型社会への転
換は急務であり、特に
資源消費量の多い建設
産業においては、その
対策は重要な課題と
なっています。このよ
うなことから、建設廃
棄物や建設発生土など
の建設副産物の排出抑
制・再使用・再利用を
促進するため、工事現
場内での分別解体やリ
サイクル材等を活用し
た新技術の活用を推進
し、環境への負荷の低
減に努めます。

検査監研修の充実

（公正な検査業務と品質向
上に向けた技術指導の推
進）
県が発注する工事が適正に
履行され、契約どおりの品
質及び形状等が確保されて
いるかどうかを検査し、併
せて請負業者等に対して技
術指導を行うことにより建
設技術水準の向上に努めま
す。

拡大 拡大

公共工事等を適正に執行
するための指導・管理・
検査体制づくりに向けて
概ね順調に進んでいま
す。
　その理由としては、公
正な検査業務と品質向上
に向けた技術指導の推進
については、本庁及び出
先機関の検査監がその職
務を遂行する上で必要な
専門的な知識を習得する
ための研修を継続して実
施してきており、また、
工事の事故防止対策の推
進についても、関係機関
に対し、研修を実施する
ことにより周知を図り、
防止対策に努めておりま
す。
　なお、公共工事のコス
ト縮減についても県土整
備部の指導・調整を行
い、概ね順調に進んでお
り、また、建設発生土及
び建設廃棄物のリサイク
ル率の達成状況について
は、現在平成17年度分を
集計中で、平成18年11月
頃に集計結果が判明する
予定ですが、概ね順調に
進んでいると考えられま
す。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

建設業者への適正
な指導

Ａ

（建設業法の遵守の徹底と
消費者の利益保護）
建設業者及び建設業団体に
対し、適切な指導･監督を
行うことにより建設業法を
遵守させ、建設工事の適正
な施工を確保するととも
に、適切な相談及び啓発活
動を実施し、建設業の健全
な発展を促進します。

建設業許可業者の
決算終了届の提出
率（当該年度の届
出数÷前年度未許
可業者数

Ｂ

宅地建物取引業者
への適正な指導

Ａ

（県発注建設工事にかかる
入札・契約制度の適正な運
用と改善）
建設工事にかかる入札・契
約制度の適正な運用、指導
及び同制度の改善を行うこ
とにより入札手続の透明
性・競争性の確保に努めま
す。

電子入札による公
共工事入札実施件
数

Ａ

宅地建物取引に係
る相談に占める宅
建業法関係紛争相
談の割合

Ａ

宅地建物取引業者
講習会参加数

Ａ

円滑な用地取得の
推進

Ｂ
初級・中級の段階
別の研修の開催

Ａ

県有普通財産（廃
道・廃川敷）売払
面積

Ａ
県土整備部出先機
関への巡回指導

Ａ

年間を通じた用地
補償業務に対する
指導・助言

Ａ

県土整備部の用地
補償設計書のうち
一定額を超える設
計書についての審
査

Ｃ

（未登記土地の調査、処理
及び適正な登記事務の促
進）
県道敷に存在する未登記土
地の解消及び取得した用地
の登記の適正化を図りま
す。

未登記土地の調
査、処理及び取得
用地の登記委託

Ｂ

（国有・県有財産の管理及
び処分の推進
）当課所管の普通県有財産
についての処分の促進を図
ります。　また、国有・県
有財産ついて適正な管理を
実施します。

処分の促進として
隣接地権者への意
向確認及び一般競
争入札の開催

Ａ

（訴訟案件の早期解決）
国土交通省所管の法定外公
共用財産の管理に係わる訴
訟事務の円滑な処理を実施
します。

法廷活動及び訴訟
事案の事実関係調
査等を通じ早期解
決を図る

Ｂ

（円滑な用地取得の支援）
用地事務担当者の用地交渉
における専門的知識・技術
の向上を図ります。
併せて、適正な用地取得の
支援を実施します。
また、土地・物件の補償額
算定を適正に行うことによ
り、公共事業の円滑な遂行
と補償内容の適正化を図り
ます。

建設・不動
産業課

我が国の産業界に重要
な位置を占める建設業
並びに不動産業は、経
済の成長、産業の発展
に大きな影響を与える
とともに、地域社会に
活力と多様性をもたら
す産業であるといえま
す。即ち、建設工事が
建設業法を遵守し適正
に施工されること、県
発注による建設工事が
健全な競争による公正
な契約により施工され
ること、宅地建物取引
が宅地建物取引業法を
遵守し適正に履行され
ることは、社会公共の
福祉の向上に大きく貢
献するものであり、安
全で安心な個人の社会
生活の実現につながる
ものと考えます。この
ため、建設・不動産業
課は建設業及び不動産
業の健全な発展を推進
します。

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

・建設工事の適正な施工
の確保に向けて概ね適切
に実施しました。その理
由として建設業者に対し
て適正な許可・指導を実
施するとともに違反業者
に対しては厳正な指導、
監督処分を実施し、消費
者保護や知識普及のため
の紛争相談等を適正かつ
円滑に行ったことがあげ
られます。しかしなが
ら、一部には建設工事請
負契約に関するトラブル
が見受けられます。
・入札・契約制度の適正
な運用と改善について順
調に進んでいます。その
理由として入札･契約制
度についての大幅な改善
を決定したこと、電子入
札の導入が円滑に実施で
きたことがあげられま
す。
・宅地建物取引の公正確
保に向けて概ね適切に実
施しました。その理由と
して宅地建物取引業者に
対して適正な免許・指導
を実施するとともに厳正
な指導、監督処分を実施
し、消費者への啓発活動
として新たな取組みを実
施したことがあげられま
す。しかしながら一部に
は不動産取引に関するト
ラブルが見受けられま

用地課 県土の根幹を形成し、
県民生活や経済・社会
活動が展開される共通
の基盤である社会基盤
は、真に豊かな県民生
活と活力にあふれた経
済・社会活動を実現す
る上で、極めて重要で
あり、この基盤整備の
推進には、事業の根底
を支える事業用地の適
正かつ円滑な取得が不
可欠であるため、用地
担当職員の知識及び資
質の向上を図り、用地
取得を推進します。
また、県有地及び国土
交通省所管の国有財産
について適正管理を行
うとともに処分の推進
を図ります。

適正かつ円滑な
用地取得の支援
並びに国・県有
財産の適正な管
理及び県有財産
の処分

現状維持 現状維持

１　適正かつ円滑な用地
取得の実現に向けては、
用地事務担当者の専門的
知識・技術の向上を図る
ため初級・中級の研修会
を開催しました。また、
各関係機関への巡回指導
及び年間を通じた指導・
助言により担当職員の資
質の向上を図りました

２　国・県有財産の適正
な管理及び県有財産の処
分については、
　①　国交省所管の法定
外公共用財産の管理に係
わる訴訟事務は、適切な
法廷活動を実施し、解決
に努めました。
　②　県有財産の処分の
推進（売払面積　3,812
平方メートル）を図りま
した。

現状維持 現状維持

（宅地建物取引業法の遵守
の徹底と消費者の利益保
護）
宅地建物取引業法を遵守さ
せ、宅地建物取引の公正を
確保するため、業者に対す
る指導･監督や業界団体と
連携した講習会により業者
の資質向上を図るとともに
適切な相談及び啓発活動を
実施し、不動産業の健全な
発展を促進します。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

高規格幹線道路整
備率

Ａ

県都１時間構想の
達成率

Ａ

国道（補助事業）
進捗率（１６事
業）

Ｂ

県道（補助事業）
進捗率（３５事
業）

Ｂ
地域高規格道路の
整備

Ａ

国道（補助事業）
新規供用延長
（１６事業）

Ｃ

県道（補助事業）
新規供用延長
（３５事業）

Ｃ

（その他道路整備に関する
企画・調整等）
東京湾アクアラインの利用
促進、アクションプラン、
道路の中長期計画など、道
路計画全般に関することの
企画・調整を行う。

道路計画全般に関
することの企画・
調整

Ａ

事故危険箇所の死
傷事故の抑止率
（指定箇所数：
１３０箇所）

Ａ

歩道及び自転車歩
行者道の整備延長
(道路延
長:3,148.6km)

Ａ

歩道及び自転車歩
行者道の整備率

Ａ
交差点の改良率
(優先度の高い交
差点:36箇所)

Ａ

橋梁の耐震化率 Ａ

防災施設の設置率
(要設置箇所
数:718箇所)

Ｂ

橋梁の耐震化
(優先度の高い橋
梁数:115橋)

Ａ

全国的な交流・連携を
強化する高規格幹線道
路の整備や県内地域相
互の交流・連携を強化
する地域高規格道路の
整備を進めるなど、県
内の骨格的道路ネット
ワークの強化を図ると
ともに、渋滞の解消、
交通事故削減など安全
で快適な生活環境を目
指した道路の整備を推
進する。

（17年度）
道路計画課
（18年度）
道路計画課
道路整備課

県内の骨格的道
路ネットワーク
の強化を図ると
ともに、渋滞解
消、交通事故削
減など安全で快
適な生活環境を
目指した道路整
備の推進

活力ある県土の基盤づく
りの実現に向けて順調に
推進しています。
全国的な交流・連携を強
化する高規格幹線道路等
の整備や県内地域相互の
交流・連携を強化する地
域高規格道路等の整備を
進めており、18年3月25
日に銚子連絡道路の松尾
横芝ＩＣ～横芝光ＩＣが
開通しました。そのこと
により、千葉市から銚子
市に向かう場合、約10分
時間短縮され、一般国道
126号の渋滞箇所（猿尾
交差点）を通過すること
なく定時性の確保が図ら
れ、県都１時間構想の達
成に貢献しました。
また、県民の利便性の向
上、安全で安心した日常
生活の確保を図り、経済
的にも文化的にも自立し
た魅力ある千葉県づくり
を目指し、効率的で効果
的な道路整備を進めてお
り、17年度は国道410号
（北条バイパス）等の供
用開始を行いました。目
標の達成状況の更なる向
上を図るためには、事業
費の確保とともに事業の
重点化及びコスト縮減に
取り組むことが必要にな
ります。

高規格幹線道路の
整備

（高規格幹線道路等の整
備）
全国的な交流・連携を強化
する「外かん」、「圏央
道」などの高規格幹線道路
の整備や県内地域相互の交
流・連携を強化する銚子連
絡道路などの地域高規格道
路の整備により、県内の骨
格的道路ネットワークの強
化を図る。

（国道・県道等の整備）
渋滞の解消、交通事故削減
など安全で快適な生活環境
を目指した国道・県道の整
備を推進する。

千葉県が所管する一般
国道及び県道を適切に
維持・管理するととも
に、自転車・歩行者等
の安全な通行の確保を
図り、県民一人一人が
安全で安心して暮らせ
る道路環境の整備に努
めます。
このため、高齢者・障
害者・児童等が利用し
やすい幅が広く段差の
ない歩道の整備を図
り、渋滞や事故の多発
している交差点を改良
するとともに、走行車
輌の安全性を確保する
ために路面の適正な補
修を実施するなど、安
全で快適な道路環境を
確保します。
また、災害時の緊急輸
送路を中心に橋梁の耐
震化を進めるととも
に、落石や崩落等の恐
れのある箇所について
防災施設の整備を進め
ることにより、災害に
強い道づくりに努めま
す。
さらに、道路の占用等
に係る許認可事務を適
正に行なうことによ
り、道路を適切に管理
します。

道路環境課 道路の適正な維
持管理と快適な
道路（歩行）環
境の整備

（人にやさしい歩行空間づ
くり）
歩行者や自転車等が安全で
快適に通行できるよう人に
やさしいバリアフリー化し
た歩道及び自転車道を、車
輌と分離された独立した歩
行空間として整備するとと
もに事故の多い交差点の改
良を実施します。

・道路の適正な維持管理
と快適な道路（歩行）環
境の整備の実現に向けて
概ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。県の取組について
は、①歩道等を７．８ｋ
ｍ整備したことにより安
全な歩行空間を確保した
ことや、②２箇所の交差
点改良を完成したことに
より渋滞の緩和や交差点
における人や車の安全を
確保できたことなど、一
定の成果をあげることが
できました。更に、③土
砂等の崩壊防止施設や橋
梁の耐震補強の整備を進
めたことにより、災害に
強い県土の基盤づくりに
成果をあげることができ
ました。
一方、これらの整備を必
要とする道路施設は依然
として数多く残されてい
ます。

Ａ

（災害に強い道路整備）
自然災害による道路施設へ
の被害を未然に防止し、災
害に対して安全で信頼性の
高い道路網を確保するた
め、道路の防災対策を実施
するとともに、適正な施設
管理の検討、防災体制の強
化を図ります。

（安全性を確保する交通環
境整備）
走行車輌の安全性に配慮
し、安心で快適な交通環境
を確保するため、路面の適
正な補修や高機能舗装の整
備を進め、維持管理の適正
化を図ります。

舗装道路の修繕延
長

現状維持 現状維持

Ａ

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

河川整備率 Ａ 流域懇談会の開催 Ｂ

土砂災害特別警戒
区域の指定

Ｃ

水防訓練の実施 Ａ

印旛沼水循環健全
化会議の開催

Ａ

護岸検討委員会の
開催

Ａ

「千葉県プレ
ジャーボートの係
留保管の適正化に
関する条例」に基
づく適正化区域の
指定

Ｃ

不法係留の解消 Ａ

（不法占用対策の推進）
海岸における「海の家」の
不法占用を解消するための
対策を推進します。 「海の家」の不法

占用の解消
Ａ

河川整備率 Ａ

（河川整備の推進）
１時間あたり50ﾐﾘﾒｰﾄﾙの降
雨（おおむね10年に１回程
度発生する確率の降雨）に
対して安全な河川を整備し
ます。

河川整備延長 Ａ

印旛沼の水質改善
及び清澄性の確保

Ａ

（河川環境の整備と保全）
水質悪化の著しい河川・湖
沼等において水質浄化対策
を推進し、良好な河川環境
を整備・保全します。

植生浄化帯設置延
長（印旛沼）

Ａ

海岸整備率 Ａ

（海岸整備の推進）
外房から内房にかけては既
往最大規模、東京湾につい
ては伊勢湾台風クラスの高
潮に対して安全な海岸を整
備します。

海岸整備延長 Ａ

急傾斜地崩壊危険
箇所の解消率

Ｂ

（土砂災害対策の推進）
急傾斜地、砂防、地すべり
箇所において、豪雨等によ
る土砂災害を防止するため
の土砂災害防止施設を整備
します。

急傾斜地崩壊危険
箇所の整備箇所数

Ｂ

（良好な河川環境整備の推
進）
印旛沼流域の水循環の健全
化を図ることにより「印旛
沼を再び恵みの沼」とする
こと、及び三番瀬再生のた
めの市川市塩浜護岸の整備
推進のため護岸検討委員会
の運営を行います。

河川計画課 洪水・高潮・土砂災害
などの自然災害から県
民の生命・財産を守
り、河川・海岸を適正
に利用・管理し、河
川・海岸環境の整備と
保全を行うための施策
を企画、立案及び推進
することにより、誰も
が安全で快適に暮らせ
る県土の形成を目指し
ます。

河川・海岸に係
る施策の企画、
立案、推進及び
河川・海岸等の
適正な管理の推
進

（災害に強い安全な河川整
備の推進）
災害に強い安全な河川整備
を推進するため、地域と連
携した河川整備計画の策定
を進めるとともに、水防・
防災体制の強化を推進しま
す。

印旛沼の水質改善
及び清澄性の確保

Ａ

河川・海岸等に
係る基盤施設の
整備及び河川・
海岸環境の整
備・保全の推進

河川環境課 洪水・高潮・土砂災害
などの自然災害から県
民の生命・財産を守る
ため、河川・海岸等に
係る基盤施設の整備を
推進するとともに、河
川・海岸環境の整備・
保全を行うことによ
り、誰もが安全で快適
に暮らせる県土の形成
を目指します。

・災害に強い安全な河川
整備の推進について概ね
順調に進んでいます。こ
の理由として、浸水想定
区域の指定公表を３河川
において実施するととも
に、４市において洪水ハ
ザードマップの原案が作
成されたことが挙げられ
ます。
・良好な河川環境整備の
推進について順調に進ん
でいます。この理由とし
て、印旛沼流域の水循環
の健全化について、「緊
急行動計画」に基づき、
「水循環健全化会議」、
「市民・ＮＰＯ意見交換
会」等を実施するととも
に、「みためし行動」を
行政・住民・ＮＰＯが一
体となって実施したこと
により、水循環の健全化
を推進できたことが挙げ
られます。また、三番瀬
再生についても、「市川
海岸塩浜地区護岸検討委
員会」を設置し、生態系
にも配慮した高潮防護の
護岸改修に一部着手でき
たことが挙げられます。
・不法係留対策の推進に
ついて概ね順調に進んで
いますが、多少の遅れが
あります。この理由とし
て、平成16年８月に指定
した旧江戸川では、所有
者不明のプレジャーボー
トに対し強制移動を行っ
たものの、他の船舶につ
いては、指導や臨戸訪問
等を実施しているにもか
かわらず、適正化が難航
していることが挙げられ
ます。
・不法占用対策の推進に
ついて順調に進んでおり
ます。この理由として、
九十九里海岸において
は、撤去指導を重ねた結
果、その半数以上が自主
撤去を行っていることが
挙げられます。

現状維持 現状維持

（不法係留対策の推進）
公共用水域におけるプレ
ジャーボートの不法係留を
解消するための対策を推進
します。

現状維持 現状維持河川・海岸等に係る基盤
施設の整備及び河川・海
岸環境の整備・保全の推
進の実現に向けて概ね順
調に進んでいます。
今後も、既存の河川管理
施設・海岸保全施設の維
持管理や補修を適切に行
い災害等に対する信頼性
の確保に努めていきま
す。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

港湾利用の維持・
拡大
(港湾使用料増減
16年を100とする )

Ｂ
港湾施設の適正な
維持管理

Ａ

コンテナ取扱貨物
量
(※20フィート換算
のコンテナ個数)

Ｂ
臨港地区指定区域
の拡大

Ａ

港湾施設の保安 Ａ

ポートセールスの
実施

Ａ

ポートパークイベ
ントの開催
（フリーマーケッ
ト開催）

Ａ

港湾統計調査の確
実な処理

Ａ

30,000ﾄﾝ級大型船
が荷役できる公共
岸壁数(水深12m岸

壁のバース※数)
※岸壁の数

Ａ

港湾海岸の整備率 Ｂ

港湾緑地の面積 Ｂ

防護地区数 Ａ

耐震バース数 Ａ

(経営戦略の策定)
・千葉港の経営戦略を策定
します。

千葉港の経営戦略
の策定

Ｃ

(土地区画整理事業)

事業実施中地区を
対象とした整備状
況対象：100地区
4,330ヘクタール

Ｂ

新市街地における
事業実施中地区を
対象とした整備状
況
(整備面積の指標)
対象：７６地区
3,924ヘクタール

Ｂ

(市街地再開発事業)
事業実施中地区を
対象とした整備状
況
対象：４地区

Ｂ

組合等土地区画整
理事業の実施状況
（早期解散を目指
す指標）
対象：５９地区

Ｂ

（つくばエクスプレス沿線
地域の整備）
つくばエクスプレス及び沿
線整備事業は、常磐線の混
雑緩和、首都圏における宅
地供給の促進や、沿線地域
における業務核都市の形成
などを目的としており、こ
のため鉄道新線の整備とあ
わせて、沿線地域において
鉄道整備と一体的に土地区
画整理事業を実施します。

つくばエクスプレ
ス沿線地域の整備
（整備内容の指
標）

Ａ

（東京湾アクアライン着岸
地周辺地域の整備）
東京湾アクアライン着岸地
で千葉県の新たな玄関口と
して多様な都市機能が集積
した良好な居住環境を有す
る　市街地を形成するた
め、土地区画整理事業によ
る基盤整備を進めます。

東京湾アクアライ
ン着岸地周辺地域
の整備
（整備内容の指
標）

Ｂ

（既成市街地の再編・再構
築）
中心市街地や密集市街地な
どにおいて耐火・耐震性能
の高い建築物の整備や道
路・公園等の都市基盤整備
と併せ街区の再編を行い､
土地の有効利用を促進し、
防災性の高い市街地への再
生・再構築を図ります。

既成市街地におけ
る事業実施中地区
を対象とした整備
状況
（整備面積の指
標）
対象：２４地区
４０６ヘクタール

Ｂ

市街地再開発・新
規地区の事業促進
対象：７地区

Ｂ

土地区画整理・新
規事業地区の事前
指導
（新規施策の検
討・啓発）
対象：１５地区

Ｂ

（保留地等の販売促進）
土地区画整理事業の円滑な
推進を図り、整備の進捗に
合わせた保留地等の販売を
促進します。

保留地等の販売促
進
対象：４地区

Ｂ

港湾課 活発な経済交流を支え
るための港湾物流機能
の充実、高潮や大規模
地震に対する防災機能
の強化、豊かな暮らし
を実現するための海辺
空間の創出が求められ
ています。このため、
県内立地企業や物流関
係事業者が利用しやす
い港づくり、また、賑
わいがあり、安全で安
心な港づくり、海岸づ
くりを推進します。

港湾施設、海岸
保全施設の整
備、維持管理及
び利用振興

都市整備課 県民一人ひとりがその
多様な暮らしや活動を
生き生きと展開するた
めには、中心市街地活
性化のための拠点づく
りや都市の再生、誰も
が安心して暮らせる安
全なまちづくり、そし
て地域住民と一体と
なった住民参加の「ま
ちづくり」が必要で
す。
このため、再開発事業
や土地区画整理事業に
より、既成市街地の再
生と新市街地の整備
を、「まちづくり」の
主体である市町村との
連携のもと着実に進め
ます。

市街地整備事業
の推進

近年の市街地整備を取り
巻く厳しい経済・社会状
況の中、事業の推進は今
なお困難性を抱え、非常
な経営努力が求められて
いますが、整備面積的に
は目標を達成していると
考えています。

（新市街地における土地区
画整理事業の推進）
道路・公園等の公共施設と
宅地を一体的に整備する土
地区画整理事業を推進する
ことにより、計画的な土地
利用のもと、利便性に富み
災害に強い、良好な市街地
形成を図ります。

（市街地整備事業の調査研
究・啓発等）
市街地整備事業を円滑に推
進するためには、市町村が
地域・地区の状況に応じ、
将来を見通した総合的な市
街地整備の計画を策定する
とともに、住民と市町村が
主役となり、それぞれの役
割・責任を明確にし、連携
したまちづくりを行うよう
指導・啓発等を行います。

（港湾振興策の実施）

ポートセールス※等によ
り、港湾利用の振興を図り
ます。
※
関連企業に千葉港をＰＲし、

利用の促進を図る。

港湾施設、海岸保全施設
の整備、維持管理及び利
用振興を概ね適切に実施
しました。
１　港湾施設・海岸保全
施設の整備
　　千葉港・木更津港の
水深12ｍ岸壁の整備等の
港湾施設・海岸保全施設
の整備の事業進捗が図れ
ました。
２　港湾施設、海岸保全
施設の維持管理
　　円滑な港湾活動を確
保するために必要な木更
津地区の臨港地区新規追
加等進捗が図れました。
３　港湾施設の利用振興
　　振興策は、概ね目標
を達成することはできま
したが、コンテナ取扱貨
物量は、輸出の太宗を占
める石油化学製品を、内
需拡大により国内メー
カーに優先的に出荷した
ため、輸出が減少しまし
た。

現状維持 現状維持

（港湾・海岸事業の推進）
・物流機能強化のために施
設整備を行います。
・賑わいのある港づくり、
海岸づくりを進めます。
・安全で安心な港づくり、
海岸づくりを進めます。
・木更津港の港湾計画につ
いて検討を進めます。

（港湾の適正な管理運営）
港湾施設の適正な維持管理
に努めます。また、円滑な
港湾活動を確保するために

必要な臨港地区※指定区域
を拡大します。
※
港湾の管理運営を円滑に行う

ため、港湾区域と一体として機
能すべき陸域

拡大 拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

都市計画道路の整
備率（県全体）
（事業費換算）

－

千葉都市モノレー
ルの延伸ルート比
較検討調査、会社
の経営健全化の検
討を行います。

Ａ

踏切除却の推進
（連続立体交差事
業（京成本線））

Ａ

踏切除却の推進
（単独立体交差事
業）

Ｂ

街路整備推進のた
めの講習会の開催

Ａ

街路事業推進のた
めの要望活動の実
施

Ａ

無電柱化の延長 Ｃ

つくばエクスプレ
ス沿線の道路整備
供用

Ａ

（都市モノレールの整備）
都市モノレールは、街路を
通らない大量公共輸送手段
であるため、都市中心部の
渋滞解消など、都市交通の
円滑化に大いに貢献する公
共施設です。現在、運営会
社の経営基盤の安定のた
め、支援事業を行っており
ますが、会社経営の健全化
に向けた検討を行っており
ます。

都市モノレールの
経営安定化

Ａ

都市計画区域内人
口一人当たり都市
公園面積

－
県立都市公園の開
設面積

Ａ

県民参加による県
立公園管理作業の
実施

Ａ

市町村による「緑
の基本計画」の策
定

Ｃ

緑地保全地域や緑
化地域など新たな
制度に関する市町
村との協議・調整
会議の実施

Ａ

公園緑地課 都市公園や緑地は、
人々に潤いや安らぎを
もたらすとともに、レ
クリエーション活動や
自然とのふれあいの場
として広く親しまれて
おり、この他、地球温
暖化対策への寄与や災
害時には避難場所など
防災拠点にもなってお
ります。
今後は、多様なニーズ
に対応し県民の関心や
満足度を高めるため、
県民・ＮＰＯなどの参
画による、公園の整
備・管理を進めていき
ます。
また、都市における緑
豊かで快適な居住環境
を形成させるため緑地
の保全や地域の緑化を
市町村や地域住民と協
働して促進します。

緑豊かな都市環
境の実現

（都市公園の整備）
都市における緑の中核とし
て、スポーツやレクリエー
ションの活動の場や潤いや
安らぎの場を創出し、ま
た、災害時における避難場
所を確保するなどの目的で
都市公園の整備を推進しま
す。

緑豊かな都市環境の実現
に向けて概ね順調に進ん
でいます。
その理由として、単年度
の目標としては、財政状
況に見合った目標を掲げ
ていますが長期的に捉え
た場合若干目標を下回る
可能性があります。

（緑地の保全）
都市における緑豊かで快適
な居住環境の形成に努めま
す。

(17年度)
街路モノ
レール課
(18年度)
道路整備
課、都市計
画課

街路は、都市の骨格を
形成し、円滑な都市活
動を支えるもっとも基
本的な都市基盤施設で
あり、市街地内の道路
を整備する街路事業や
鉄道を高架化すること
により複数の踏切を同
時に除却する連続立体
交差事業及び都市モノ
レール事業の推進によ
り都市中心部における
渋滞の解消はもとよ
り、物流の効率化や都
市防災性の向上､併せて
環境負荷を低減しま
す。
市街地における快適で
安全な都市空間の整備
を目指し都市計画道路
の整備率の向上を目指
します。

総合都市交通の
円滑化の推進

Ｂ

（渋滞ポイントの解消の推
進）
慢性的な交通渋滞は利用者
に多大なる時間の損失をも
たらし、円滑な都市交通の
実現を妨げるものとなって
います。そこで、県内の幹
線道路のうち、特に渋滞が
顕著な箇所を重点的に整備
します。

渋滞ポイントの解
消の推進

（鉄道との立体交差の推
進）
「開かずの踏切」に代表さ
れる踏切問題は、都市交通
における最も大きな課題の
ひとつであり、慢性的な交
通渋滞や踏切事故など、魅
力的で快適なまちづくりを
行う上で大きな「バリア」
となっています。そこで、
踏切数を減少させ円滑な都
市交通を実現するために、
鉄道との立体交差事業を推
進します。

総合都市交通の円滑化の
推進に向けて厳しい県財
政にもかかわらず、都市
計画道路の整備を進める
ことができました。
　また、千葉としモノ
レールに関しては、会社
からの経営健全化方策
（減資、増資）を受託す
ることにより達成しまし
た。

現状維持 現状維持

（都市計画道路の整備の推
進）
県内の街路事業を推進する
ため、街路整備の啓蒙、啓
発活動を行うとともに、市
町村への指導を通じて地域
へ街路事業の必要性の定着
を図ります。また、無電柱
化事業や主要プロジェクト
に関連する事業など、都市
交通の円滑化の推進に対し
て効率が高い箇所を中心と
して、順次街路の整備を行
います。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

下水道処理人口普
及率

Ａ

（流域下水道施設の効率的
な整備）
印旛沼、手賀沼及び江戸川
左岸流域下水道の施設を計
画的かつ効率的に整備し、
これと連携して流域関連公
共下水道*1の普及を促進す
ることにより東京湾等の公
共用水域の水質保全に寄与
します。
注 *1: 流域関連公共下水道と
は、市町村が整備を行う公共下
水道のうち、流域下水道に接続
するものです。

流域関連公共下水
道処理人口

Ａ

（流域下水道施設等の適切
な維持管理）
放流水質の法令基準を厳守
するとともに、発生汚泥の
再資源化を図ります。

発生汚泥の再資源
化量
（脱水ケーキベー
ス）

Ａ

被災建築物の応急
危険度判定士の登
録者数(新規及び
延べ人数)

Ａ

（建築物の適正なルールづ
くり）
建築基準法等の適正な運用
を図るため、建築基準法施
行条例・細則等を整備しま
す。また、建築やまちづく
りの計画に係る認可・指導
を行います。

建築協定や地区計
画制度の促進によ
る良好な住環境の
整備

Ａ

建物の新築・増改
築工事の完成時に
おける建築基準法
に基づく完了検査
率

Ｃ

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

Ｂ

各種関係団体との
協議会の実施回数

Ａ

建築士事務所に対
する立入指導件数

Ｂ

建築士等に対する
指定講習会の開催
回数

Ａ

（既存建築物の総合防災対
策等の推進）
既存建築物の総合防災対策
等を推進するため、定期報
告制度の充実を図ります。
また、耐震診断・改修の必
要性を啓発し、応急危険度
判定体制を整備します。

耐震診断講習会の
受講者数

Ａ

福祉のまちづくり
適合証交付件数
累計

Ａ

省エネ法の省エネ
ルギー計画書届出
割合

Ｂ

建築指導課 まちは、基本的生活基
盤としての建築物と、
それらをつなぎ支える
社会的基盤としての道
路・公園等の公共空間
から成り立っていま
す。
火災や地震などの災害
に強く、快適で使いや
すい建築物の整備は、
県民の安全安心な生活
を実現するうえで重要
であり、官民を問わず
建築物に関する総合的
な指導・誘導等を所管
する当課の重要な使命
であります。
このため、市町村や建
築関係機関等との連携
と適切な役割分担のも
と、建築基準法等に基
づき適正なルールを定
め、具体の建築物の指
導誘導を行うことによ
り県民生活の向上に寄
与する役割を担いま
す。

誰もが安全で安
心して暮らせる
建築物の推進

Ａ

・既存建築物の地震対策
に係る人材養成について
は、順調に進んでいま
す。その理由として、
①建築技術者に対し、耐
震診断・改修の講習会を
開催できたこと、②建築
物の震後対策を担う応急
危険度判定士に係る新規
登録者数が順調に増加し
ていることなどが挙げら
れます。
・建築物の工事完了時に
おける検査率の向上につ
いては、実現に向けて困
難な課題があります。県
の取組みとしては、建築
パトロールを１３０回実
施してきましたが、完了
検査率は５２．４％に留
まっています。この要因
としては、完了検査を受
けるよう個人建築主への
働きかけがまだ不足して
いることが考えられま
す。
・不特定の人や多数の人
が利用する建築物の維持
保全状況に係る定期報告
率の向上については、概
ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。県の取組みとして
は、建築物の所有者や管
理者等に対し、定期報告
の実施について通知する
ことにより、定期報告率
は４３．５％に向上して
いますが、２２年度に７
０％の目標を達成するに
は不十分な状況となって
います。

（下水道の計画決定、認可
と事業に係る市町村の指導
）
社会経済状況の変化に対応
した下水道計画の決定、変
更及び認可等を行うことに
より、下水道の普及を促進
します。
また、市町村の下水道事業
に関連した国庫補助に係る
事務の執行を通じ、指導、
助言等により下水道事業の
促進に努めます。

下水道処理区域面
積

（建築物の安全安心実施計
画等の推進）
建築規制の実効性を確保し
て建築物を安全で安心なも
のとするために、建築物の
中間・完了検査の実施率等
の向上を図り、違反建築の
防止に努めます。また、建
築確認に係る電子情報処理
の円滑な運用に努めます。

建築パトロールの
実施回数

下水道課 生活環境の改善や公共
用水域の水質保全及び
安全で快適なまちづく
りに寄与するため、市
町村と連携しながら、
県民生活の基盤となる
下水道の普及促進に努
めます。
県で実施する流域下水
道事業については、今
後とも、コスト縮減を
めざし計画的かつ効率
的に整備を進めるとと
もに、供用された施設
を適切に維持管理しま
す。

下水道整備の推
進

Ａ

・ 下水道整備の推進を
概ね適切に実施しまし
た。
この理由として、①下水
道処理区域の面積及び流
域関連公共下水道の処理
人口が、目標としていた
数値を上回ることができ
たこと。　②下水道終末
処理場から発生する汚泥
の再資源化量が目標を達
成したこと。　③県内の
下水道処理人口普及率
が、目標としていた
63.0％を0.7％増加し、
下水道の整備促進が図ら
れたことなど、一定の成
果を挙げることができま
した。

現状維持 現状維持

拡大 拡大

（建築物に関わる資格者や
団体の指導と連携）
建築関係団体と連携して、
建築士の指定講習会を実施
する等、建築士等の質の向
上を図ります。また、指定
確認検査機関及び特定行政
庁との連絡協議会を開催
し、円滑な行政の執行に努
めます。

（誰もが使いやすく地球に
やさしい建築物の推進）
快適で使いやすい建築物の
整備を推進するため、建築
物における福祉のまちづく
りを進めるとともに、ユニ
バーサルデザインによる建
築物の整備の考え方を普及
します。また、省エネ等に
よる環境にやさしい建築物
の整備を誘導します。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
施策展開の柱

住宅に対する満足
度（満足、まあ満
足の割合）
※現状は、住宅需要
実態調査の数値

Ａ
誘導居住水準を満
たしている世帯の
割合

Ａ

バリアフリー住宅
の割合

－

高齢者の入居を拒
否しない賃貸住宅
の登録戸数

Ｃ

県営住宅の整備戸
数（13年度からの
累計）
※目標値は、第八期
住宅建設五箇年計画
の数値

Ｃ

県営住宅の改善戸
数（13年度からの
累計）
※目標値は、第八期
住宅建設五箇年計画
の数値

Ｃ

公共建築物におけ
る環境負荷低減対
策の導入率
＊国等による環境物品
等の調達の推進等に関
する法律（グリーン購
入法）に係る資材等の
導入率

Ａ

（的確な設計･監理と安全
点検の強化）
建築や設備工事等の的確な
設計･監理を行うと共に、
工事現場における無事故を
達成するため、安全点検や
安全教育の強化を図り、請
負業者による安全視察状況
を精査します。

工事現場での無事
故達成率

Ｂ

コスト縮減を含め
た良質な公共建築
物の整備率
＊コスト縮減に向けた
手法（ＶＥ手法）導入
率及び新規公共建築物
のうち多数の者が利用
する施設におけるバリ
アフリー化率（誰もが
不自由なく利用できる
こと）

Ａ

（企画構想支援の早期参
画）
県民等の要望や環境対策に
的確に対応するため、事業
主務課や市町村における公
共建築物の企画構想段階か
ら、早期に関与し的確な支
援を行います。

市町村の技術支援
等の活用度
（説明会、個別相
談）

Ｂ

新規公共建築物の
うち一定水準の施
設における雨水利
用・太陽光利用・
屋上緑化の取組

Ａ

新規公共建築物の
うち多数の者が利
用する施設におけ
るバリアフリー化
率

Ａ

（費用対効果の推進）
全ての設計に対し、費用対
効果の面から検討し、最適
な方法を選択する手法(VE
手法)を取り入れます。

公共建築物のコス
ト縮減に向けた手
法（ＶＥ手法）導
入率

Ａ

新技術等の調査・
研究のための講習
会等への参加

Ａ

長期的保全改修計
画策定のための
データベース化

Ａ

コスト縮減、環境
負荷低減、バリア
フリー化等への積
極的な取り組み

Ａ

工期内完成率 Ａ

無事故率 Ａ

（耐震診断・耐震判定の促
進）
現行の耐震基準に満たない
建築物の耐震性を確保する
ため、受託した耐震診断・
耐震判定業務を推進しま
す。

現地調査、診断・
判定委託発注

Ａ

施設改修課 県の所有する庁舎、学
校、文化施設、医療施
設等の様々な用途から
なる公共建築物は、県
民の方々への行政サー
ビスの場として、ま
た、災害時の防災拠点
として重要な役割を
担っています。財政状
況の厳しい中、これら
の県有施設について、
限られた予算で安心・
安全・快適な施設づく
りに取り組み、建築物
の長寿命化を図ること
により、既存施設の有
効活用を推進します。

公共建築物の効
率的な改修工事
の推進

知事部局、教育委
員会等から依頼さ
れた公共建築物の
改修工事の執行

Ａ

営繕課は、企画構想段
階から早期参画して事
業主務課を支援するこ
となどにより、良質で
安全な公共建築物の整
備を図ります。
全ての人が安全かつ円
滑に利用できるような
配慮を行うと共に、環
境負荷低減に向けた資
材や新技術等の導入を
推進します。

営繕課 良質で安全な公
共建築物の整備
の推進

（住宅・住環境整備の推
進）
本格的な少子・高齢社会が
到来しつつあるなか、高齢
者や障害者世帯、ファミ
リー世帯から若年単身世帯
まで、全ての県民が安心し
て暮らせるような住まいづ
くりを目指します。
また、防災性や防犯性の確
保、豊かな地域コミュニ
ティや住宅・住環境の快適
性に対する要請の高まりに
対応して、安全で快適な住
宅や住環境の形成を目指し
ます。

（公営住宅施策の推進）
居住水準が低い住宅困窮者
である借家居住者の公営住
宅需要に適切に対応するた
め、市町村と連携し、セー
フティネットとして良質な
公営住宅を供給します。
また、公営住宅の供給にあ
たっては、福祉施策との連
携に配慮しつつ、地域の住
宅事情を勘案し、市町村と
連携を図りながら、その供
給に努めます。

住宅課 良質な住宅の供給及び
居住水準の向上という
使命を果たすため、住
民・市町村・市場との
協調、連携等により、
・県民一人ひとりが安
心して暮らすことがで
きる住まいづくり
・地域の個性を活かし
た魅力あるちばの住ま
いづくり
を進めていきます。

魅力あるちばの
住まいづくり

（人と環境にやさしい技術
の導入等）
人と環境にやさしく、全て
の人が安全で安心して利用
できる公共建築物の整備を
目指すため、バリアフリー
化の先導的役割を担うと共
に、雨水又は太陽光の利
用、室内空気汚染の原因と
なる化学物質を発散しない
資材等の活用などを推進し
ます。
さらに、グリーン購入法に
係る資材、機器及び工法等
の採用を積極的に取り入れ
ます。

行政ニーズの変化・多様
化、環境への配慮、社会
的貢献度や費用対効果等
を考慮した「良質で安全
な公共建築物の整備の推
進」に向け、順調に進ん
でいます。
・この理由としては、グ
リーン購入法に係る資材
等の導入率が前年より増
加したこと。
また、コスト縮減の推進
については、全ての案件
について、コスト縮減手
法（VE手法）を導入し、
あわせてバリアフリー化
については、多数の者が
利用する施設において推
進を図ったことが挙げら
れます。

住宅需要実態調査（国土
交通省）については、５
年に１回の調査のため検
証はできませんが、県政
に関する世論調査による
と、調査手法等の相違は
あるものの、６５．３％
の住民が満足との回答か
ら概ね目標を達成したも
のと思われます。
このことは、社会経済情
勢の好転によるほか、県
としても財政状況が厳し
いなかで公営住宅の整備
を進めるとともに、利子
補給事業、家賃補助、住
情報の提供等様々な取り
組みを行い、住宅に対す
る満足度の向上に少なか
らず貢献したものと思わ
れます。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

公共建築物の効率的な改修
工事の推進は順調に行われ
ました。
・ 設計委託については、
今年度から設計の初期段階
で内部委員による「設計ミ
ニＶＥ」を
限定した６件について試行
し、コスト縮減を始め様々
な視点から検討を行い、内
容を充実することができた
と考えます。
・ 工事発注した70件につ
いては円滑な執行ができ、
工事においても順調に進捗
し、工期内完
成及び無事故で施工するこ
とができました。また、併
せて関係者との協議も十分
に行いました。
・ 建築物の耐震診断につ
いては、職員による耐震１
次診断を昨年度に初めて診
断した9件に比
　べて約5割増の14件を診
断することができました。
また、外部委託について
は、昨年度の9件（9棟）に
比べて21件（125棟）の診
断を行い、公共建築物の耐
震化促進に向けたデータを
増やすことができました。

拡大 拡大（保全改修計画や工事費用
の概算見積りの推進）
少ない予算で、より便利で
快適な施設に改修するた
め、保全改修計画の指導・
助言を強化するとともに、
予算の有効活用を推進する
ための概算見積りを行いま
す。
また、長期的な視野に立っ
た保全改修計画の構築につ
いて支援します。。

（設計・工事等の円滑な執
行）
入札から工事監理に至る過
程において、綿密な打合せ
やスケジュール管理等を行
い、より使いやすく丈夫で
人や環境にやさしい施設に
するため、迅速かつ安全な
業務執行に努めます。
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部局名：出納局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

公金の適正な執行 Ａ
出納書類の審査事
故件数

Ａ

公金の適正な管理 Ａ
出納業務の出納事
故件数

Ａ

各かい（所属）会
計検査指摘率

Ａ

指定金融機関等検
査指摘率

Ｂ

研修の実施回数 Ａ

的確な資金状況
（計画）の把握

Ａ

安全・有利な資金
管理

Ａ

出納局 出納局では、県民の財
産である公金を適正に
執行するため、出納関
係書類の審査や会計検
査を実施するととも
に、ペイオフ解禁を前
提とした安全で効率的
な公金管理を行いま
す。
（※ペイオフとは、金融機
関が経営破たんした場合
に、預金などの払戻保証額
を元本１，０００万円とそ
の利息までとする措置）

公金の適正な執
行・管理

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

公金の執行・管理を適正
に実施しました。その理
由として、①収入・支出
に際しては、関係書類の
厳正な審査・確認を実施
したこと、②各所属に対
して、厳正な会計検査を
実施したこと、③公金管
理にあたっては、的確な
資金（計画）を把握し効
率的な運用を行ったこ
と、④「千葉県公金及び
出納システム保全に関す
る基本方針」に基づき安
全かつ有利な方法による
公金管理を実施したこと
などが挙げられます。

現状維持現状維持（出納関係書類の審査及び
調製並びに出納事務）
出納書類の内容に誤りがな
いかどうかを厳正に審査を
行い、適正な出納事務を行
います。
また、決算書の調製、収入
証紙の出納・管理を適正に
行います。

目標の達成状況総括

（関係機関への検査・会計
指導）
各関係機関への検査等を通
して、指導・助言を行い適
正な会計事務の執行を図り
ます。
また、職員を対象に出納事
務の研修を行い職員の資質
の向上を図ります。

（安全かつ有利な方法によ
る公金管理）
歳計現金及び基金（現金）
の安全かつ効率的な管理を
行います。
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部局名：水　道　局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

経営分析 Ａ

５か年事業計画に
経営目標項目を設
定

Ａ

経営基盤強化への
取り組みの明確化

Ａ

県内水源の有効活
用

Ａ

特別研修の受講者
数

Ｂ
現状維持 現状維持

研修受講者の習熟
度

Ａ

給与制度の適正な
運用

Ａ

（給与制度の見直し）
局の給与制度は、国や他の
部局・社会情勢等を参考に
決定していますが、労働条
件に係る問題でありますの
で、組合交渉を行い、適時
適切な対応を図ります。

給与制度の見直し Ａ

健康診断受診率 Ｂ

安全衛生委員会の
開催数

Ｂ

お客様への積極的
な情報提供

Ａ
老朽化職員住宅等
の計画的な整理

Ａ

（広報の充実）
お客様に対する情報発信と
して､県水だより、ホーム
ページ､広報ビデオの作成
及び新聞等の各種広報媒体
を活用した広報活動を推進
します。

水道局ホームペー
ジへのアクセス件
数

Ａ

加除式書籍(例規
集)のデータベー
ス化

Ａ

情報交流パソコン
会議への出先機関
からの情報発信数

Ｃ

職員の心身の健康
保持・増進

Ａ

（適正な組織・定員管理の
推進及び職員研修の充実）
包括外部監査の指摘も踏ま
え、効率的な組織や計画的
な定員管理の検討を進めま
す。また、職員の能力向上
のため、研修を充実しま
す。

（福利厚生事業の適正化）
職員住宅の適切な維持管理
に努めるとともに、入居率
が低く老朽化の著しい公舎
等については、計画的に整
理することとします。さら
に、職員の健康管理のため
の健康診断の実施等の福利
厚生事業を推進します。

Ａ

・職員数
平成17年度は、県水お客
様センターへの業務集約
化や総務ワークステー
ションへの庶務業務の集
約化等により、業務執行
の更なる効率化を図りま
した。
　また、平成17年度当初
（4/21時点）での職員数
は平成16年度当初の職員
数から72人の減（1,191
人→1,127人）となりま
した。
・給与制度の適正な運用
国や県に準じた給与構造
改革を実施し、社会情勢
等に即した給与制度の見
直しを実施しました。
・職員の心身の健康保
持・増進
健康診断等の福利厚生事
業を予定どおりに実施し
たほか、過去に石綿を取
り扱った職員等の特別な
健康診断を今後実施する
こととしました。
また、局の事業場ごとに
安全衛生委員会又は衛生
委員会等を開催し、職員
の衛生管理の充実に努め
ました。
・お客様への積極的な情
報提供
広報紙「県水だより」の
定期的な発行や局ホーム
ページの活用等により、
広報活動を実施しまし
た。

公営企業として健全な
経営を確保するため、
計画的な定員管理や業
務の効率化・迅速化が
図られるよう組織の見
直しを進めるととも
に、社会情勢等に即し
た給与制度の適正な運
用や文書管理を行いま
す。
また、職員の心身の健
康保持・増進を図るな
ど福利厚生事業を実施
するとともに、当局事
業が円滑に運営できる
よう、局内及び出先機
関の総合調整等を行い
ます。
さらに、お客様への積
極的な情報提供によ
り、開かれた企業を目
指します。

効率的な内部管
理業務の推進

職員数

当局の使命は、「安全
で良質な水道水を安定
的かつ廉価で供給する
こと。」であり、当課
としては、社会経済情
勢の変化やお客様の多
様化するニーズ及び経
営状況等を的確に把握
し、計画的な事業経営
を戦略的に推進しま
す。

計画的な経営戦
略の立案・調整

安全で良質な水道
水を安定的かつ廉
価で供給

Ａ

県営水道は、昭和３０年～
４０年代の京葉臨海部開発
や成田国際空港、千葉・成
田ニュータウン事業等、
県勢の発展に合わせて、数
次にわたる拡張を行って来
ましたが、人口増加の鈍
化、経済をはじめとする社
会構造が大きく転換してき
ており、水需要が伸びない
中で、現有施設を適切に管
理しながら、多様化・高度
化するお客様のニーズに対
応するため、これまで以上
に、経営基盤の強化が求め
られています。
このため、厳しい経営環境
の中でもお客様サービスの
一層の向上を図り、安全で
良質な水を安定的かつ廉価
で供給できるよう、経営全
般の取り組みを明らかにし
た平成１８年度から平成２
２年度までの５ヵ年計画と
して「千葉県水道局中期経
営計画」を策定しました。
「千葉県水道局中期経営計
画」は、「より良質なおい
しい水をいつでも安心して
利用できる水道」、「現行
料金を維持できるよう経営
基盤の強化」、「お客様に
より一層信頼される水
道」、「地震などの非常時
にも強い水道」の４つの基
本目標を掲げ、安全でおい
しい水づくりの推進やＰＦ
Ｉ等民間的経営手法の導
入、窓口サービスの充実、
危機管理体制の強化などを
重点的な施策として展開
し、諸課題に適切に対応す
ることとしています。

Ａ

課　名 課の使命・役割 施　策　名

終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

(局内及び出先機関との総
合調整)
事務が円滑に推進できるよ
う局全体に係わる事案の調
整や照会等の取りまとめ、
各所属に対する指導や相談
及び適正な文書管理を行い
ます。
なお、職員が情報を共有
し、積極的に意見交換がで
きるよう、パソコン会議を
適宜開催します。

拡大（計画的な事業運営の推
進）
次期5か年事業計画の策定
にあたり、計画策定の各段
階で有識者等による事業懇
談会等を開催します。な
お、計画の達成度等を検証
するため、専門機関による
経営分析を行うとともに、
その結果に基づく経営目標
を設定します。また、安定
給水のための水源確保に努
めるとともに、県内水源の
有効活用を図る水源調整計
画に協力するため、同計画
に基づき水源転用を進めて
いきます。

安定給水に向けた
水源確保

管理部
総務企画課

二次評価
結果

中間成果指標

施策展開の柱

拡大
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

課　名 課の使命・役割 施　策　名

終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

中間成果指標

施策展開の柱

お客様ニーズの把
握とサービスの向
上

Ａ
新たに改善に取り
組む項目数

Ａ

水道事業改善計画
の改善済項目累計
数

Ａ
インターネットア
ンケート

Ｃ

水道料金収納率 Ｂ
インターネットモ
ニターアンケート

Ａ

水道業務を処理す
る基幹系コン
ピューターシステ
ムの完全停止件数

Ａ

次期情報化事業計
画の策定

Ａ

ネットワーク回線
数

Ａ

職員のセキュリ
ティ対策研修の実
施

Ｃ

県水お客様セン
ターにおける電話
応答率

Ａ

口座振替利用率 Ｂ

黒字の確保 Ａ

（黒字の確保）
予算編成及び予算執行管
理、さらに経営分析を通じ
て、経費節減、収入増加を
図り、黒字を確保します。

業務量と連動しな
い事務的経費（旅
費、備消耗品等の
１３科目）におけ
る対前年度比削減
率

Ａ

（企業債等の適正管理）
借換債の取止め，年賦償還
金の繰上償還の実施などに
より後年度負担を減らし、
企業債等を適正に管理しま
す。

借換債の発行中止
額

Ａ

（遊休資産の見直し及び売
却）
各所属長を通じて，遊休物
件が発生したかどうか毎年
度徹底した見直しを行い，
早期処分を図ります。

遊休資産の売却 Ａ

（保有資金の管理）
「千葉県公金及び出納シス
テム保全に関する基本方
針」に基づき、安全性を
優先とした上で、効率的な
資金運用を行い、有価証券
利息の収入増加を図りま
す。

資金運用による有
価証券利息収入

Ａ

（会計事務の審査及び指
導）
会計伝票を審査し、業務監
察等を通じて、適正な会計
処理の指導を行います。

業務監察実施の際
の審査項目数（会
計部門）

Ａ

契約事務研修会の
実施

Ａ

電子入札の導入 Ｂ

お客様サービスの向上に
向け概ね順調に進んでい
ます。
この理由として、「お客
様サービスの向上に関す
る課題」の検討プロジェ
クトを設置し、中期経営
計画に反映させる施策の
位置づけを行った。接客
サービスの向上に向け、
接客マニュアルを作成す
るとともに、研修等の実
施による更なる充実を目
指すこととしました。
また、お客様センターな
どに寄せられた意見や苦
情、モニターの意見等の
分析結果から、お客様
ニーズの把握に努め、改
善すべき事項を抽出し、
担当課に対応策の検討や
実施を促し、お客様の望
むサービスの拡大を図っ
ています。
情報化の推進に向け順調
に進んでいます。
この理由として、「情報
化計画」及び「情報シス
テム開発要綱」を策定
し、１８年度以降の情報
化事業を計画的に推進す
ることとしました。
受付・収納業務の充実に
向け概ね順調に進んでい
ます。
この理由として、口座振
替利用率が年々減少して
いる中、勧誘葉書による
口座振替利用促進事業を
実施し、一定の成果を上
げたので今後も引続き実
施します。

「上水道事業会計予算の
管理」については、適切
に実施しました。
その理由として次の施策
の成果が挙げられます。
・黒字を確保しました。
・企業債等を適正に管理
しました。
・遊休資産の見直し及び
売却を実施しました。
・保有資金の管理を適正
に行いました。
・会計事務の審査及び指
導を適切に実施しまし
た。
・契約の事務を適正に実
施しました。

（業務改善及び広聴の推
進）
「水道事業改善計画」に基
づいた業務改善を通じて、
職員の意識改革を促し、効
率的な業務運営に努めま
す。
また、お客様の様々な意見
や要望等をきめ細かく把握
するため、各種アンケート
調査を実施するとともに、
お客様センターに集まる情
報を収集・分析し、お客様
ニーズの把握に努め、お客
様サービスの向上を図りま
す。

（情報化の推進）
既存システムに係るネット
ワークシステムの安定稼動
を図るため、バックアップ
回線の増設やセキュリティ
対策を行います。
また、１８年度以降の情報
化を計画的に行うための
「次期情報化事業」を策定
します。

（受付・収納業務の充実）
電話受付者の更なる質の向
上を図って、お客様サービ
スの向上を図ります。
また、水道料金の未収金の
早期回収や未然防止を徹底
します。

（契約の適正指導）
契約事務研修会等を通じて
適正な事務手続きの指導を
行います。　さらに、より
一層の透明性の確保と公正
な競争を促進するため、電
子入札の導入を検討しま
す。

管理部
業務振興課

お客様サービスの向上
と効率的な事業運営並
びに的確な料金収納の
ため、お客様ニーズの
把握と情報化の推進及
び業務の改善に努める
と共に、受付・収納業
務の充実を図ります。

計画的な業務改
善の推進とお客
様サービスの向
上並びに受付・
収納業務の充実

管理部
財務課

健全経営を計画的に推
進していくため、適切
な予算編成、予算執行
管理及び資産の有効活
用等により、効率的な
財務運営を行います。

上水道事業にお
ける財務の健全
化

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

課　名 課の使命・役割 施　策　名

終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

中間成果指標

施策展開の柱

施設整備計画の策
定及び推進

Ａ

配水管理区域のブ
ロック細分化（区
域数）

Ａ

残留塩素低減化実
施率（浄、給水場
数）

Ａ

（浄給水場等施設整備等の
推進）
水の安定供給、震災対策、
経営の効率化等を図るた
め、老朽化の進んだ水道施
設等について、更新、整備
を計画的に実施します

（仮称）江戸川浄
水場建設事業進捗
率（事業費）

Ａ

水道施設耐震化率
浄、給水場等

Ａ

水道施設耐震化率
基幹管路延長

Ａ

訓練の実施回数
（震災対策、事故
等対策）

Ａ

安全で良質な水道
水の供給

Ａ

（適切な浄水処理を行うた
めの施設整備）
弱塩素処理導入に伴う凝集
処理悪化を防ぐため、柏井
浄水場東側施設に硫酸注入
設備を整備します。（他の
浄水場及び柏井浄水場西側
には整備済み）

適切な浄水処理を
行うための施設整
備（酸処理施設の
設置）率

Ａ

浄・給水場の送・
配水停止事故発生
件数

Ａ

（浄・給水場の運転管理の
改善）
浄・給水場の運転管理の効
率化のため、浄・給水場の
運転管理のあり方を見直し
て計画的な外部委託を実施
する。

浄・給水場の運転
管理の改善のため
の外部委託

Ａ

高度処理実験の実
施

Ａ

水質情報提供の迅
速化

Ａ

水質情報公表回数 Ａ

（浄水場発生土の再資源化
と調査）
発生土の再資源化としてセ
メント原料化、軽量骨材
化、を行うとともに、新た
に培養土としての有効利用
方法を調査研究します。

浄水場発生土の有
効利用率の向上

Ｂ

（事故防止対策の徹底）
事故防止体制を各浄・給水
場ごとにより整備するとと
もに、各浄・給水場との連
携体制を確立します。ま
た、事故を未然に防止する
ため、業務効率を考慮しな
がら、保守点検業務を実施
するとともに、非常時対応
訓練を行います。

非常時対応訓練の
実施
（各非常時対応マ
ニュアルの研修会
瞬時停電時復旧訓
練、地震発生時点
検訓練、塩素漏洩
処置訓練）

Ａ

配水管等の整備延
長（累計）

Ｂ

（配水管等の整備）
安全で良質な水の安定供給
や水道普及の促進等を図る
ため、老朽管布設替、鉄管
腐食布設替、未普及地区配
水管整備及び鉛給水管更新
工事等を実施します。

鉛給水管の残存率 Ａ

水質・水圧に対す
る苦情件数

Ｂ

（配水管・給水管の維持管
理）
当局が保有する送・配水管
と付帯する施設が、正常に
機能するよう施設の維持管
理・漏水防止に努めるとと
もに、給水装置の設置及び
維持管理が適切に行われる
よう指導します。

給配水管の漏水件
数

Ｂ

技術部
給水課

安全で良質な水を供給
するため、配水管・給
水管の整備と維持管理
を適切に行います。

配水管・給水管
の整備及び維持
管理

（水質の適正管理と高度処
理実験）
県民への情報提供の迅速化
を図るため水質検査情報公
表システムを改善します。
また、より良質な水道水を
供給するため高度浄水処理
の調査研究を進めます。

技術部
浄水課

適正な浄水処理のた
め、浄・給水場及び水
質センターとの密接な
連携を図りながら、必
要な施設整備と運転管
理、水質検査を行うと
ともに、より高度な浄
水処理の調査研究を行
い、水質に関する総合
調整等の業務を行いま
す。

浄・給水場の施
設、運転の管
理、水質業務の
総合調整

浄・給水場の施設及び運
転の管理、水質業務の総
合調整を適切に実施しま
した。
その理由として、
１　適切な浄水処理を行
うための酸処理施設の設
置率が１００％となった
こと。
２　松戸給水場を新たに
外部委託したことによ
り、経費の節減及び業務
の効率化が図られた
こと。
３　県民へ水質情報の提
供の迅速化が図られたこ
と。
４　浄水場発生土が新緑
化培養土として利用の目
途がついたこと。
５　事故防止体制を各
浄・給水場ごとに整備
し、非常時対応訓練を実
施し事故防止対策の徹底
を図ったこと。
があげられます。

・　配水管等の整備に向
け、5カ年の目標710ｋｍの
うち、水道局の計画工事
460ｋｍについては、概ね
達成することができました
が、他企業からの依頼によ
る公共事業関連工事等250
ｋｍは相手方の事業の遅れ
により185ｋｍに減少し、
全体の達成率は91％にとど
まりました。
今後、計画の策定に当たっ
ては、他企業との協議を密
にするなどの課題が挙げら
れます。
・　水質・水圧に対する苦
情件数の削減に向けては、
計画的な配水管の整備と管
内洗浄の実施等を進めたこ
とにより基準年（15年度）
に比べ約120件減少したも
のの目標の達成には至りま
せんでした。
今後一層、維持管理の充実
に努める必要があります。

技術部
計画課

安全で良質な水道水を
安定的に供給するた
め、水道施設の効率的
な整備計画を策定し、
これに基づき円滑な整
備を進めます。
また、災害等発生時に
おいても需要者への影
響を 小限に抑え、一
定水準以上の給水サー
ビスを確保できるよう
危機管理体制の充実を
図ります。

水道施設の計画
的整備等の推進

安全で良質な水道
水の安定的供給

Ｂ

水道施設の計画的な整備
等に向けて、概ね計画ど
おりに進捗しています。
　その理由として、（仮
称）江戸川浄水場建設事
業は、取水施設の一部を
稼動するとともに、浄水
施設の配水池等の建設に
着手し、順調に建設を進
めており、水道施設の耐
震化は、印旛取水場等施
設の耐震化工事を予定ど
おり実施しました。
また、残留塩素の低減化
は、１９浄給水場のうち
１８浄給水場の給水区域
で実施しました。なお、
配水管理テレメータシス
テムの整備については遅
延しました。 （危機管理対策の充実）

水道施設の耐震化を進める
とともに、実践的な訓練の
実施により危機管理体制を
検証し、計画等の見直しを
行います。
また、渇水時においても需
要者への影響を 小限に抑
えることができるよう渇水
対策の充実を図ります。

（現行施設整備計画の推進
及び次期施設整備計画の策
定）
水道施設の整備を効率的に
進めるため、現行施設整備
計画を推進するとともに、
次期5ヵ年計画（18～22年
度）に向けて次期水道施設
整備計画を策定します。

現状維持現状維持

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持
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部局名：企業庁　管理部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

効率的な組織体制
の構築

Ａ

職場の活性化、職
員の意識改革のた
めの研修会への参
加者数

Ｂ

ホームページへの
アクセス件数
（月平均）

Ａ
スキルアップのた
めの研修会への参
加者数

Ｂ

情報化推進のため
の研修会の開催回
数

Ｂ

企業庁財務情報シ
ステムの安全性、
効率性の確保

Ａ

（戦略的な広報活動の展
開）
県民に分かりやすく、分譲
促進に繋がる戦略的な広報
活動を展開します。
また、企業庁における広報
活動を有機的・総合的に進
めるとともに、他機関等と
の連携を強化します。

総合的な情報提供
の実施

Ａ

（その他の事業・事務）
庁内の事務・事業を円滑に
進めるため、予算・決算や
文書などの内部管理事務や
関係各部各課との連絡調整
事務、その他の事務・事業
を行います。

内部管理事務、連
絡調整事務、その
他事務・事業の実
施

Ａ

土地造成整備事業
会計資金残高

Ａ

（予算編成）
多様な土地分譲・貸付制度
を活用し資産処分を促進す
ることにより、収入予算を
確保するとともに、公共施
設の移管、負担金の見直し
などにより支出予算の削減
を図ります。

収入予算の確保 Ａ

工業用水道事業会
計資金残高

Ａ

（予算執行の管理）
収入の早期確保及び主要事
業の進捗管理を図るため、
概ね各四半期ごとに、事業
の現状、今後の方針、予算
執行状況等の把握を行いま
す。

予算の進行管理の
実施

Ａ

土地造成整備事業
会計企業債残高

Ａ

（会計事務の適正な執行）
収入及び支出事務を適正に
執行し、精算事務を推進し
ます。

精算推進委員会の
開催

Ｂ

工業用水道事業会
計企業債残高

Ａ

（資金の管理・運用）
出納事務を適正に執行し、
資金を安全かつ効率的に管
理・運用します。

定期預金の運用回
数

Ａ

土地造成整備事業
会計における未成
事業資産の精算
（精算地区の数）

Ａ

（企業債の管理）
企業債残高の圧縮を図るた
め、分譲代金等の収入の確
保、経費の節減を徹底し、
発行の抑制を図ります。

企業債発行額の抑
制

Ａ

資金の管理・運用
（運用利息）

Ａ

（契約事務の指導）
契約事務等の運用指導など
を通じて、契約の適正化を
推進し、企業庁事業の経営
の改善を進めます。

企業庁電子入札制
度の導入

Ａ

企業庁土地造成整
備事業の着実な推
進

Ａ

（地区別事業スケジュール
の進行管理）
土地造成整備事業の地区別
事業スケジュールの具体的
な課題及び対応案の明確化
にし、事業の着実な進捗を
図ります。

地区別事業スケ
ジュールの進行管
理

Ａ

企業庁の経営改革
の着実な推進

Ａ

（固定資産の適切な管理）
事業進捗にあわせて、企業
庁保有土地の的確な把握な
ど、固定資産等の適切な管
理を行います。 固定資産台帳の整

理
Ａ

企業庁経営戦略プ
ランのフォロー
アップ

Ａ

次期「企業庁戦略
プラン」の策定

Ａ

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

企業総務課 企業庁事業の進捗に合
わせた組織・人員のス
リム化や組織の活性化
のための職場環境づく
りを進めるとともに、
総合的な企画調整、情
報化の推進、戦略的な
広報活動の展開などを
行い、より円滑で効率
的な事業の運営に努め
ます。

総合的な企画調
整及び効率的な
事業の推進

（組織・人員の見直し、職
場の活性化、職員の意識改
革の推進）
組織・人員の管理と見直し
や状況変化に機動的に対応
した組織体制の整備を推進
するとともに、職場の活性
化、職員の意識改革、働き
やすい環境づくりを進めま
す。

（情報化の推進）
情報化を推進するための人
づくりや情報通信システム
の維持管理と安全性・効率
性の向上を図ります。

より円滑で効率的な事業
の推進に向けて順調に進
んでおります。
　この理由として、①つ
くばエクスプレス関連事
業の知事部局からの受託
終了に伴い1部1課2出先
機関を廃止するととも
に、業務内容及び業務量
に応じた室・課等の大く
くり化や再編を行ったこ
と、②ホームページ上に
事業に関するパンフレッ
トを掲載するなど内容を
充実させることにより、
アクセス件数が16年度と
比べ、約10,000件増加し
たことなどが挙げられま
す。

財務課 企業庁の予算編成、予
算執行、企業債の管
理、適正な会計事務の
執行及び安全かつ効率
的な資金の管理によ
り、収入の確保、経費
の節減、企業債残高の
圧縮を進め、財務状況
の改善を図るととも
に、契約事務等の運用
指導などを通じて事業
の円滑化及び経営の健
全化に努めます。

企業庁予算の管
理、適正な会計
事務の執行、資
金の安全かつ効
率的な管理の推
進

事業整理課 企業庁土地造成整備事
業の戦略的な事業推進
を図り、企業庁改革を
推進するため、事業の
適正な進行管理を実施
するとともに、保有土
地の処分促進のため、
分譲・貸付基準等の柔
軟な運用及び保有土地
の適切な管理を一層推
進し、また、長期的な
事業収支見通しの見直
し、経営戦略プランの
進行管理を通じて、経
営の健全化に努めま
す。

企業庁土地造成
整備事業の進行
管理、企業庁事
業の経営改善

現状維持 現状維持

施策展開の柱
二次評価

結果

資金残高、企業債残高、
精算地区数お呼び資金運
用利息については目標を
達成しました。
当庁は厳しい財務状況の
中、経営の健全性の向上
に努めているところであ
り、収入の確保等に努め
た結果、土地造成整備事
業会計においては、平成
17年度末の資金残高は約
853億円と前年度末に比
べ約261億円の増加、企
業債残高については前年
度末に比べ約98億円減の
約1,083億円となり、ま
た、工業用水道事業会計
においては、平成17年度
末の資金残高は約288億
円と前年度末に比べ約
159億円の増加、企業債
残高については前年度末
に比べ約30億円減の約
500億円となりました。
また、土地造成整備事業
会計における未成事業資
産の精算地区の数は38地
区から1地区増の39地区
となり、資金の運用利息
は目標の6,800千円を上
回る8,023千円となりま
した。

現状維持 現状維持

・土地造成整備事業につい
ては、平成24年度の事業収
束に向けて概ね順調に進ん
でいます。
その理由として、地区別事
業スケジュールに基づき適
切な進行管理を実施した結
果、事業推進のため、保有
土地の処分及び公益施設引
継の促進が着実に図られた
ことが挙げられます。
・企業庁事業の経営改善に
向けて順調に進んでいま
す。
　その理由として、企業庁
経営戦略プラン及び長期事
業収支見通しに基づき、早
期の土地処分、支出の削減
に取り組んだ結果、目標の
資金残高の確保や企業債残
高の減少を実現したこと、
また、平成24年度の土地造
成整備事業の収束を踏まえ
た基本方針及び平成18年度
から20年度までの経営の基
本戦略など、企業庁改革に
必要な取組を示した総合プ
ランとして、新経営戦略プ
ランを策定したことが挙げ
られます。

現状維持 現状維持

（企業庁の経営改革）
企業庁の経営基盤強化を図
るため、経営改革を進めま
す。
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部局名：企業庁　地域整備部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

（地区ごとの精算）
土地造成整備事業の収束に
向け、地区ごとの精算につ
いて計画的な推進を図り、
1箇所の精算を行います。

地区ごとの精算箇
所

Ａ

現状維持

（その他の事業・事務）
部内の各事務事業の円滑か
つ効率的な推進を図るた
め、部内各課の連絡調整、
経営管理のとりまとめなど
の内部管理事務を行いま
す。

その他の事業・事
務

Ａ

分譲収入 Ａ

賃貸収入 Ａ

地域整備事業に係
る土地造成整備事
業進捗率（対事業
費）

Ａ

（臨海地域土地造成整備事
業の推進）
浦安地区第２期及び京葉港
地区の基盤整備事業を推進
します。

臨海地区事業進捗
率（対事業費）

Ａ

公共施設及び代替
地等保有土地の未
処分面積

Ａ

（物流用地造成整備事業等
の推進）
成田地区の基盤整備事業を
推進します。

物流用地の整備面
積

Ｃ

（公共施設等の引継ぎの推
進）
未移管の公共施設等につい
て、 終管理者へ早期引継
ぎを実施します。

公共施設等の未引
継ぎ面積

Ｃ

保有代替地等の未
処分面積

Ｃ

事業中止地区の取
得済用地の未処分
面積

Ａ

幕張新都心の活動
人口

Ｂ

幕張新都心の居住
人口

Ｂ

拡大地区において「所有か
ら利用」へと変化している
土地の需要に応じた柔軟な
土地活用と整備を推進しま
す。

拡大地区で分譲・
賃貸する土地累計

Ｂ

高齢者などに配慮し、誰も
が暮らしやすく、国際化な
どの生活の多様化にも対応
した幕張ベイタウン事業を
推進します。

幕張ベイタウン供
給戸数累計

Ａ

懸案となっている幕張新都
心内の道路・公園等公共施
設を 終管理者へ早期に移
管するための事務を進める
と共に、施設の適正な管理
事務を行います。

幕張新都心（A地
区）内、整備済の
公共施設の引継ぎ
完了面積累計

Ｃ

課名 施策展開の柱課の使命・役割 施　策　名

終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

現状維持現状維持

事業管理課 部内各課と連携協調
し、企業庁の収束に向
け、事業採算性の確保
に努め、経営基盤の強
化を図るなどより効率
的な事業展開を推進し
ます。

土地造成整備事
業の推進

（土地造成整備事業に係る
地区ごとの進行管理）
土地造成整備事業の収束に
向け、31地区の現状を把握
し、課題の整理・検討を行
い、地区ごとの課題に係る
対応策を策定します。

土地造成整備事業
に係る地区ごとの
進行管理

土地造成整備事業
の収束

Ａ

内陸部・臨海部の工業
用地・業務用地への企
業誘致の促進や優良な
住宅用地の分譲を通し
て、地域経済の活性化
と豊かで安全なまちづ
くりを推進します。

工業用地、業務
用地等の分譲促
進

土地分譲課

Ａ

（工業用地、業務用地等の
分譲促進）
経済誌、新聞等への広告、
パンフレットの作成、企業
誘致説明会の開催、イン
ターネットによる分譲案
内、さらに企業の立地動向
を把握しながら企業訪問等
を積極的に取組み、分譲・
貸付契約による収入の安定
確保に努めることと併せ
て、調査、協議、調整等の
付帯事務を適正に進めてい
きます。

分譲の広報活動、
企業誘致活動を積
極的に行う。

工業用地、業務用地等の
分譲促進については順調
に進んでおり、積極的な
企業訪問や分譲情報の提
供等に努めました。
また、収入確保について
は３ヶ年での目標を上回
る実績額をあげることが
できました。

幕張新都心
整備課

「職・住・学・遊」の
複合機能を備えた，未
来型の国際業務都市
「幕張新都心」の形成
を目指します。

国際業務都市
「幕張新都心」
の形成

Ｂ

住み、働く人などととも
に、豊かな賑わいや交流を
創り出すまちづくりを推進
するとともに、訪れる人々
にとっても快適な環境づく
りを進めます。

幕張新都心来訪者
数

現状維持建設課 企業庁の経営基盤の強
化を図るため、臨海地
域及び内陸工業団地等
の土地造成整備事業を
推進するとともに、公
共施設の引継ぎや不用
代替地などの保有土地
の処分を進めます。

地域整備事業に
係る土地造成整
備事業の推進

（不用代替地等の処分の推
進）
不用代替地及び事業中止地
区の取得済用地等につい
て、譲渡等の処分を推進し
ます。

臨海地域及び内陸工業団
地等の基盤整備事業の推
進については、ほぼ計画
どおりの進捗であり、概
ね順調に進んでいます。
公共施設及び代替地等保
有土地の処分促進につい
ては、ほぼ計画どおりの
進捗であり、
概ね順調に進んでいます

現状維持

二次評価
結果

土地造成整備事業の推進
については順調に進んで
おります。
この理由として、地区毎
に課題の整理を行い、事
業収束に向けた対応策及
びスケジュールを示した
ことが挙げられます。

現状維持

Ａ

中間成果指標

現状維持 現状維持国際業務都市「幕張新都
心」の形成に向けて、概
ね順調に進んでいます。
県の取組みについては、
「幕張新都心ＩＴ駐車場
情報システム」の新規導
入により、来訪者にとっ
て魅力あるまちづくりへ
と取組むことができまし
た。また、道路・公園の
移管等もほぼ順調に実施
してきました。更に、幕
張ベイタウンでも着実に
入居が進んだことによ
り、活動者数が増加し、
一定の成果をあげまし
た。
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部局名：企業庁　ニュータウン整備部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

小室地区の事業完
了

Ａ

厚生対策事業の見
直し

Ａ

共同施行に係る協
定等の見直し・改
定

Ｃ

（土地処分等の促進）
都市再生機構とともに、広
報活動及び企業誘致活動に
積極的に取り組み、入居促
進と企業誘致に努めます。

土地処分のための
広報活動

Ａ

（事業計画見直し）
千葉ニュータウン事業の早
期完了に向けた事業計画の
見直し作業を行います。 事業計画の見直し Ａ

(その他の事業・事務)
その他、千葉ニュータウン
事業に関連する事業並びに
部内及び課内の予算決算事
務等を含む庶務業務を実施
し、事業の推進に努めま
す。

内部管理事務、連
絡・調整事務、そ
の他の事業･事務
の的確な実施

Ａ

立地企業及び施設
計画の決定
柏北部中央地区

Ａ

現状維持

立地企業及び施設
計画の決定
運動公園周辺地区

Ｂ

土地区画整理事業
の整備進捗率
（対総事業費「約
1,705億円」比
率）

Ａ

（土地区画整理受託事業）
平成１７年８月２４日の鉄
道開業に向け、両地区の駅
前広場や連絡道路等の基盤
整備を行い、駅機能の発揚
と地域住民の利便性確保に
努めます。

土地区画整理事業
による新駅周辺の
基盤整備に伴う関
係機関との調整

Ａ

つくばエクスプレス沿線
整備事業等については、
概ね順調に進んでおりま
す。
まちづくりの推進につい
ては、駅前にふさわしい
施設・機能の導入を目指
し、柏北部中央地区では
事業予定者を公募し、決
定しました。また、運動
公園周辺地区では土地活
用方策の検討を行いまし
た。
　また、土地区画整理事
業については、駅周辺に
おける駅前広場・アクセ
ス道路・生活インフラの
整備及び宅地造成を順調
に実施しました。

Ｂ

(17年度)
ニュータウ
ン整備部東
葛飾北部整
備課
(18年度)地
域整備部
ニュータウ
ン整備課

つくばエクスプレス沿
線において、多様な機
能が調和した魅力ある
地域を整備することを
目的とした、柏北部中
央地区及び流山運動公
園周辺地区の土地区画
整理事業を県から受託
し、推進しています。
また、それぞれの新駅
周辺において、関係機
関と連携して、両地区
が目指すまちづくりの
方向にふさわしい施設
機能の集積を推進しま
す。

つくばエクスプ
レス沿線整備事
業等

Ａ

募集要項の作成、
企業の選定等と
いった企業誘致ま
での各段階への到
達度
柏北部中央地区

募集要項の作成、
企業の選定等と
いった企業誘致ま
での各段階への到
達度
運動公園周辺地区

（まちづくりの推進）
新駅周辺の新しいまちにふ
さわしい施設の導入を目指
していきます。

Ｂ

(17年度)
ニュータウ
ン整備部業
務管理課
(18年度)地
域整備部
ニュータウ
ン整備課

千葉ニュータウン事業
について、共同施行者
である都市再生機構と
緊密な連携を図りつ
つ、事業計画の見直し
を行うとともに、投下
資金の節減や収入確保
を図るための積極的な
企業誘致等による土地
処分の促進を図り、｢住
む｣｢働く｣｢学ぶ｣｢憩う｣
などの各種機能の複合
した総合的な都市づく
りを推進し、事業の早
期完了に努めます。

千葉ニュータウ
ン事業の早期完
了

最終成果指標
／上位成果指標

課の使命・役割 施　策　名

事業の早期完了

課名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

現状維持

二次評価
結果

千葉ニュータウン事業を
25年度までに事業を完了
させることに向けて、小
室地区を17年度に事業収
束をさせ、また、事業計
画の見直し案を作成する
など概ね順調に進んでい
ますが、未買収地の地権
者対応や未処分宅地が多
くその処分の促進を図る
必要があるなどの課題を
抱え、今後、これら課題
を解決していくことが必
要となっています。

現状維持 現状維持

中間成果指標

（事業完了への取組）
千葉ニュータウン事業の完
了に向けて、都市再生機構
と諸課題の検討・整理を行
いました。
平成１７年度以降、その処
理のための事業進行管理を
着実に行い、事業の早期完
了に努めます。事業完了に
係る主要課題である厚生対
策事業については見直しを
進めます。
また、小室地区の平成１７
年度内完了に向けて、都市
再生機構と連携し取り組み
ます。
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部局名：企業庁　工業用水部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

未売水の新規売水
量

Ａ

他用途への水源転
用

Ａ

一般会計借入金の
返済額

Ｂ

（その他の事業・事務）
 収入・支出の処理、資料
作成、照会、調査事項への
対応などの取りまとめ、調
整

内部管理事務、連
絡・調整事務、そ
の他の事業・事務
の的確な実施

Ａ

工業用水の安定給
水

Ａ

（浄水場運転管理業務の委
託化）
安定給水の確保及び維持管
理業務の合理化のため、工
業用水道施設の運転管理業
務の民間委託化を推進しま
す。

浄水場運転管理業
務の委託化

Ａ

新しい設備更新計
画の作成及び施設
の整備

Ａ

現行の施設改良計
画の進捗状況

Ａ

浄水場等の建築物
の耐震化

Ａ

（工業用水道施設情報管理
システムの構築）
施設管理台帳の点検整備を
行うとともに、台帳の電子
データ化を推進します。

工業用水道施設情
報管理システムの
構築

Ａ

浄水場発生土の培
養土化の割合

Ｂ

培養土の生産量 Ｂ

工業用水の安定給
水

Ｂ

（水源の確保）
県内に立地する受水企業に
対する工業用水の安定給水
のため、それに係る水源を
計画的に確保します。

必要水源のうち、
安定水源の割合

Ａ

工業用水道施設の
設備更新計画（平
成１８～２２年
度：５ヶ年）の作
成及び施設の整備

Ｂ

東京外かく環状道
路（外かん）建設
に伴う工業用水管
の移設工事

Ｂ

房総臨海地区皿木
系の施設の増設工
事

Ｂ

施設維持課 工業用水道施設の確実
な運転管理により、所
定量（契約水量）の工
業用水を、所定の品質
（水質）で1年を通して
安定的に需要者に給水
することを目指しま
す。
そのために、施設の確
実な保守点検や必要な
補修及び建設改良等を
行い、施設を適正に維
持管理していきます。
また、資源循環型社会
づくりへ貢献、経費削
減のため、浄水場発生
土による人工培養土事
業を推進します。

工業用水の安定
的な給水の確保

（建設改良工事の実施等）
適切な補修及び計画的な建
設改良を行うため、新しい
設備更新計画を作成し、施
設の更新等を行います。ま
た、東京外かく環状道路
（外かん）建設に伴い工業
用水管を移設する必要があ
り、国からの適正な補償に
基づき、工事を進めます。
また、㈱日立ディスプレイ
ズからの増量申し込みに対
する房総臨海地区皿木系の
施設の増設工事を早急に行
います。

工務課 工業用水の安定給水の
ため、水源の確保等、
適切な水源計画を推進
するとともに、施設の
老朽化による更新等を
目的とした建設改良事
業等について、緊急
性、経済性等を考慮し
ながら計画的に実施し
ていきます。

工業用水の安定
給水のための水
源確保及び建設
改良事業等

工業用水の安定給水のた
めの水源確保及び建設改
良事業等は、概ね順調に
進んでいます。
その理由として、①水源
の確保を図るため必要な
費用負担等を行ったこ
と、②設備更新計画案を
基に工事の準備に入った
ことや東京外かく環状道
路建設に伴う移設及び房
総臨海地区皿木系施設の
増設工事については工事
等を進めていることなど
が挙げられます。

管理課 管理課の使命は、部内
各課（所）との緊密な
連携の下に事故及び渇
水時にも安定給水に努
めるとともに、資本投
資の抑制及びコスト削
減等を図る事業採算性
を重視した合理的・効
果的な事業運営によ
り、経営の健全化を図
ることにあります。

工業用水道事業
の経営の健全化

（施設の維持管理）
工業用水道施設の保守点検
を確実に実施し、適切な補
修及び計画的な改修を行っ
て、施設を適正に維持管理
します。

（合理的・効率的事業運営
の推進）
合理的・効率的な事業運営
を行うとともに経営基盤の
強化を図り、経営の健全化
を推進します。このため、
未売水対策、他用途への水
源転用、事業運営のあり方
の検討等各種施策の推進を
図ります。

工業用水の経営健
全化

Ｂ

課名
二次評価

結果

中間成果指標

課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

現状維持 現状維持

工業用水道事業の経営の
健全化は概ね順調に進ん
でいます。この理由とし
て新規売水量が目標の約
2.3倍となったこと、他
用途への施設利用権転用
が目標どおり実施できた
ことなどが挙げられま
す。
　なお、未売水の販売に
ついては、用水多消費型
工場の立地が少ないこと
などから、依然として厳
しい状況にあります。

現状維持 現状維持

・ 　工業用水の安定的
な給水の確保に向けて概
ね順調に進んでいます。
この理由として、施設の
運転管理業務について、
「新たな県工業用水施設
の維持管理のあり方」の
調査を実施するなど、直
営・民間委託方式を含め
た維持管理計画作成の達
成に向けての検討を進め
てきました。
・　　適切な補修及び計
画的な建設改良を行うこ
とにより施設を適正に維
持管理するための改良計
画作成の達成について
は、「設備更新計画
(案)」に基づき順調に進
めてきました。
・　　施設管理台帳の点
検整備及び電子データ化
の達成に向けて順調に進
めてきました。
　　　16年度中にはシス
テムの改良が終了し、各
事務所におけるデータ入
力を進めてきました。
・　　循環型社会づくり
を促進するとともに経費
削減のため、浄水場発生
土による人工培養土事業
については、15年度と比
較して浄水場発生土の培
養土化の割合を高めるこ
とができました。

拡大 現状維持

（浄水場発生土の培養土化
の推進）
資源循環型社会づくりへ貢
献、経費節減のため、浄水
場発生土による人工培養土
事業を推進します。
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部局名：病　院　局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

病院事業会計の単
年度収支

Ａ
患者満足度（アン
ケート調査結果）

Ａ

経常収支比率
（経常収益÷医業
費用）×100

Ａ
臨床研修医の受け
入れ人数

Ｂ

山武地域医療セン
ター基本計画の策
定

－

人事、給与、組織
に関する内部管理
業務

Ａ

財務に関する内部
管理業務

Ａ

最終成果指標
／上位成果指標

病院局
経営管理課

県立病院は、県民に対
して、医療過疎地域に
おける「地域医療」
や、一般の医療機関で
は実施が困難な「高度
医療」等を提供してき
たところであり、引続
き、その役割を果たし
ていく必要がありま
す。
そのためには、変動す
る県民ニーズへの適切
な対応及び経営基盤の
確立が不可欠であるこ
とから、より良質で安
心・安全な医療の提供
に向けた体制整備や経
営の健全化を推進し、｢
地域医療｣及び｢高度医
療｣の県民への安定的な
提供を目指します。

県立７病院の運
営

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱
二次評価

結果

県立７病院の運営につい
ては、病院事業会計の単
年度収支及び経常収支比
率とも目標を上回るな
ど、経営の健全化に向け
て順調に進んでいます。
この理由として、「千葉
県病院局中期経営計画」
の初年度として、効率的
な経営に向けて組織を挙
げて取り組んだことがあ
げられます。

現状維持 現状維持（県立病院の運営に関する
施策の立案・調整）
県立病院の運営体制の整
備、経営健全化・経営基盤
の確立を図るための施策の
立案・調整を行います。

（その他の事業・事務（内
部管理業務））
県立病院の適正な運営を行
うため、人事、給与、組
織、財務その他の内部管理
を適確に実施します。

目標の達成状況総括
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部局名：教育庁　企画管理部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

県民に開かれ信頼
される教育委員会
の推進

Ａ

（教育広報・広聴活動の推
進）
学校、家庭及び地域社会等
へ県教育行政に関する情報
を積極的に提供するため、
教育広報・広聴活動を推進

教育庁ホームペー
ジアクセス数
（件）

－

教育委員協議会等
開催数（回）

Ａ

教育委員会会議会
議録のホームペー
ジアクセス数
（件）

－

（内部管理業務等）
庁内組織・定数、人事管理
や給与制度の運用等を行い
ます。

庁内各課との連携
を図り、適正な組
織運営に努めるこ
と

Ｂ

（教育施策の企画・調整
等）
県民ニーズや教育課題を踏
まえた教育施策の企画・調
整を図り、それに沿った予
算原案の作成及び執行の総
合調整に努めます。

アクションプラン
の策定や予算の執
行を通じた各課が
掲げる目標の達成
率

－

（適正な財務会計事務の執
行・指導）
適正な財務会計処理、給与
支払事務等により、円滑な
教育行政を進めます。

財務会計事務の適
正処理等に係る現
地指導（教育事務
所と連携）

Ｃ

（県立学校等生徒の修学・
就学援助）
経済的理由により、修学・
就学が困難な者の経済的な
負担を軽減するため、授業
料減免及び奨学金の制度の
適正な運用に努めます。

制度の周知と適正
な運用並びに奨学
金の返還状況の管
理

Ａ

（適正な補助金事務執行・
施設設備に係る指導）
公立学校施設整備等の市町
村が行う国庫負担（補助）
事業に係る事務や施設設備
に係る指導を行うことによ
り、公立学校の教育環境の
充実を図ります。

研修会の実施や個
別相談・指導及び
現地調査

Ｂ

県立高等学校数 Ａ

単位制高校の設置
（全日制）

Ａ

総合学科の設置 Ａ

中高一貫教育校の
設置

Ａ

（仮称）総合技術
高校の設置

Ａ

三部制定時制高校
の設置

Ａ

女子校の共学化 Ａ

通信制独立校の設
置

Ａ

魅力ある高等学校
づくりチャレンジ
支援事業の実施

Ａ

先進的な高等学校
づくり（パイロッ
ト・ハイスクー
ル）推進事業の実
施

Ａ

Ｂ

・内部管理業務、教育施
策の企画・調整を概ね適
切に実施しましたが、一
部に課題があります。具
体的には、①教育長期ビ
ジョンに基づく教育施策
の企画・立案・調整　②
政策評価と連動させた予
算編成　③アクションプ
ランなどとの総合的調整
を行い、厳しい県財政の
中で効果的・効率的な予
算を編成しました。しか
し、④県立学校の会計指
導を実施しましたが、不
正経理が発生してしまい
ました。

教育に関する県民
の満足度等の把握
・「学力状況調
査」において学校
が「好き」及び
「どちらかといえ
ば好き」と回答す
る児童生徒の割
合。

－

教育に関する県民
の満足度等の把
握・各学校が行う
保護者等による評
価において、「学
校運営」や「学習
指導」に関する項
目について肯定的
な回答が８０％以
上得られる学校の
割合。

Ａ

県立学校改
革推進課

中学校卒業者数の減少
に伴う学級数・生徒数
の減少による生徒の学
習面・学校運営面での
円滑な運営に大きな影
響を及ぼす懸念や平成
１６年度の中学校卒業
者の９７％を超える高
校進学に伴う生徒の能
力・適性、興味・関
心、進路希望の多様化
等に対応することが必
要です。
こうした課題に対応す
るため、学校規模や配
置の適正化、「やり直
しのきくシステム」の
構築、学校の再編・学
科の再構成、選択幅の
拡大、開かれた学校づ
くり等を高等学校再編
の方向性とした県立高
等学校再編計画に基づ
き、魅力ある高等学校
づくりを推進します。

県立高等学校再
編計画の推進

県立高等学校再編
計画に基づく魅力
ある高等学校づく
りの推進

教育総務課 多様化・高度化する県
民の教育に対する期待
や要望を適切に把握
し、信頼度・透明度の
高い教育行政を展開す
るため、教育情報の提
供と広報・広聴活動の
充実を図るとともに、
教育委員会会議・教育
庁内組織の充実と活性
化を図ります。

内部管理業務な
ど
―県民に開かれ
信頼される教育
委員会の推進―

（17年度）
企画財務課
（18年度）
財務施設
課・教育政
策課

県民ニーズや教育課題
を踏まえた教育施策の
企画・調整を行うとと
もに、それらに沿った
教育予算の編成と適正
な執行に努めます。ま
た、県立学校の財務会
計事務の適正な執行に
係る指導に努めるとと
もに、給与支払事務、
補助金関係事務、奨学
金・授業料減免関係事
務等、経常的に正確・
迅速な対応が求められ
る事務の適正な執行管
理を行います。

内部管理業務、
教育施策の企
画・調整など

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

教育情報の提供と広報・
広聴活動の充実に向けて
順調に進んでいます。そ
の理由として、教育庁
ホームページアクセス件
数が前年度を上回ったこ
とが挙げられます。
　また、教育委員会会議
の充実と活性化に向けて
も順調に進んでいます。
その理由として、移動教
育委員会を佐倉市と木更
津市で開催し、市町村教
育委員会委員や学校現場
との意見交換を実施した
ことにより、地域住民等
に教育委員会の役割や活
動について知らせるとと
もに、教育委員が現場の
実態を把握することがで
きたことが挙げられま
す。

拡大 拡大

中間成果指標

（教育委員会会議の充実と
活性化）
本県教育行政の重要事項を
決定する教育委員会会議の
充実と活性化を図ります。

拡大 拡大

魅力ある高等学校づくり
の実現に向けた県立高等
学校再編計画の推進及び
学校自らが企画・提案す
る特色ある教育に対する
取組が着実に進んでいま
す。
・ 県立高等学校の再編
の推進は、再編計画に基
づき段階的に整備を行う
こととしており、そ
の具体計画である第１期
及び第２期実施プログラ
ムの着実な推進を図り、
魅力ある高等学校の設置
等を計画どおり進めまし
た。
・ 画一的・形式的な教
育から脱皮し、基礎・基
本の確実な定着、学力向
上への取組、創造力
の伸長等へ対応するた
め、「先進的な高等学校
づくり（パイロット・ハ
イスクール）推進事業」
６事業７校において実施
しました。
・ 魅力ある高等学校づ
くりへの支援のため、特
色ある教育に対する取組
に支援する「魅力あ
る高等学校づくりチャレ
ンジ支援事業」を５７校
６２事業実施しました。
　　この事業への各校の
取組における充実は、学
校自らが改革の必要性に
ついて十分認識してきた
ものであり、魅力ある高
等学校づくりを一層推進
できるものと考えます。
・　その他の業務につい
ても適切に執行しまし
た。

現状維持 現状維持（県立高等学校の再編の推
進）
再編計画の目指す３つの基
本的コンセプト、「生徒が
その個性を最大限に生か
せ、夢の実現に一役買って
くれる学校」、「生徒や教
職員が生き生きと活動し
て、元気ある学校」、「地
域の人が集い、地域に愛さ
れる学校」の実現に向け
て、県立高等学校の再編を
推進します。

（魅力ある高等学校づくり
の推進）
全ての高等学校が、再編計
画の基本的コンセプトを実
現するため、魅力ある高等
学校づくりに向けた特色あ
る教育に取組みます。
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

中間成果指標

県立学校校舎の耐
震化実施数及び耐
震診断実施数（累
計）

Ｂ

（教育財産の管理）
県立高等学校や盲ろう養護
学校施設を管理・保全しま
す。

県立学校等の消
防・防災設備の安
全管理・保守点検

Ａ

老朽化した建物の
改修

Ｂ
高校再編に伴う施
設整備数（累計）

Ａ

県立学校の教育財
産の管理と保全

Ａ
産業教育施設設備
整備数

Ｂ

調理室の改善対策
数（累計）

Ａ

（建設工事の指導）
教育機関の建設工事につい
て、専門的・技術的指導を
行います。

教育機関の建設工
事に関する指導

Ａ

定期健康診断等の
要精検率

Ａ
定期健康診断の受
診率

Ｂ

生活習慣病検診の
受診率

Ａ

教職員住宅の適正
な管理

Ａ

ライフアップセミ
ナーの参加者数

Ｃ

モアライフセミ
ナー

Ｂ

公務災害補償及び
児童手当・退職手
当・恩給の支給事
務等を的確に実施
すること

Ａ

福利課 教職員等の健康の保持
増進と生活の安定向上
を図るため、公立学校
共済組合及び（財）千
葉県公立学校教職員互
助会と連携しながら、
健康管理の充実を図る
とともに、福利厚生事
業の充実に努め､もって
公務の能率的運営を図
ります。

教職員の福利厚
生の充実

施設課 児童生徒や教職員が安
全で快適な教育活動を
行えるよう、県立学校
の施設整備、教育財産
の管理等を行います。

県立学校施設・
設備等の教育環
境の整備

現状維持 現状維持

要精検者の割合が大幅に
減少し、教職員の健康度
が向上しています。定期
健康診断並びに生活習慣
病検診の受診率が向上し
ており教職員の健康の保
持増進に対する認識も深
まっていると考えられま
す。

現状維持 現状維持

（公務災害補償及び児童手
当・退職手当・恩給の支
給）
公務災害の申請について
は､速やかな事務処理を実
施します。また、児童手当
の受給者及び申請者につい
ては認定事務等を遺漏のな
いよう実施するとともに、
遅延のないよう支給事務を
行います。
退職手当及び恩給・扶助料
の支給事務については、条
例等に沿った支給事務を、
遅滞なく実施します。

（県立学校施設の整備）
県立学校施設・設備等の教
育環境の整備を行います。

（厚生事業の推進）
職員の健康の保持増進体制
の推進を図るため、健康管
理について、心と体の健康
づくりを支援するととも
に、職場環境の改善に努め
ます。また、教職員が生涯
にわたり、より充実した生
活を送るためのライフプラ
ンづくりを支援するためラ
イフアップセミナー及びモ
アライフセミナー等を実施
します。
教職員住宅については、原
則廃止が決定されたことか
ら今後の廃止決定・利活用
を図るため、検討委員会に
おいて総合的に判断してい
きます。

・県立学校施設・設備等
の教育環境の整備に向け
て困難な課題がありま
す。耐震診断・耐震改修
につきましては、今年度
の目標は概ね達成できま
したが、今後１０年間で
約２４０棟の耐震改修を
行うとともに、併行し
て、老朽化した建物の改
修を行うためには、非常
に厳しい財政状況にあり
ます。
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部局名：教育庁　教育振興部

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

学校開放に取り組
む県立高校の割合

－

（生涯学習のための施策の
企画及び調整）
生涯学習のための施策及び
調整のために、キャリア教
育の企画、大学との連携、
学校・家庭・地域の連携推
進を図ります。

学校開放に取り組
む県立高校の割合

－

成人一般を対象と
する学級・講座へ
の参加者数

－
成人一般を対象と
する学級・講座へ
の参加者数

－

生涯学習情報提供
システムへのアク
セス数

Ａ
生涯学習情報提供
システムへのアク
セス数

Ａ

生涯学習ボラン
ティアの登録制度
の普及

－
生涯学習ボラン
ティアの登録制度
の普及

－

公立図書館児童書
貸出冊数

－

（社会教育の振興と青少年
教育の充実）
社会教育を振興するため、
社会教育委員会議を開催
し、社会教育に関する諸計
画の立案などをするととも
に、社会教育指導者の養成
を行います。また、青少年
教育を充実するため、家庭
教育を支援し、青少年の奉
仕活動・体験活動を推進
し、学校・家庭・地域社会
の連携を図ります。

県立社会教育施設
（青年の家・少年
自然の家）の利用
人員

注：県立青少年教育
施設の再整備計画に
基づき廃止予定の４
施設を除いた指標。

Ｃ

児童生徒の「確か
な学力 」の向上

Ｂ
学力向上パイオニ
アハイスクール

Ａ

小・中・高・盲・
聾・養護学校のい
じめの発生件数

Ｂ
小中高連携の特別
授業

Ａ

公立高等学校の中
途退学率

Ｂ

入学者選抜の実施
と分析

Ａ

授業改善のための
指導主事による高
等学校訪問

Ａ

学校教育指導の指
針の配布

Ａ

教科の指導方法等
を研究する高等学
校教科研究員の確
保

Ａ

研修の充実（総合
教育センター分を
含む）

Ａ

英語教育研究指定
地域

Ａ

外国語指導助手
（ＡＬＴ）の派遣
学校数

Ａ

県立高等学校でパ
ソコンを活用して
指導できる教員

Ａ

スクールカウンセ
ラーの配置

Ｂ

心に関する教育の
推進

Ａ

豊かな心をはぐく
む教育の支援

Ｂ

生涯学習課 生涯学習の推進と社会
教育の振興のため，学
習機会の拡充，青少年
教育の充実を進め，生
涯学習環境の整備・充
実に努めます。

生涯学習社会の
実現に向けた取
組の推進

（生涯学習推進体制の整
備・充実）
生涯学習推進体制の整備・
充実を図るため、生涯学習
審議会おいて総合的な推進
に関する重要事項を調査・
審議するとともに、生涯学
習フェスティバル、子ども
の読書活動推進計画の推
進、生涯学習情報提供シス
テムの充実等により生涯学
習の機会の充実を図りま
す。

学力状況調査の実
施と分析

指導課 これからの学校教育には，
児童生徒が基礎・基本を習
得した上で，一人一人の個
性を伸ばすことのできる環
境づくりが求められていま
す。子どもたちが学校生活
の中で，基礎・基本をしっ
かり学び，自ら学び自ら考
える力を身につけるととも
に一人一人の個性や能力を
大切にする教育を推進して
いく必要があります。ま
た，子どもたちの目標を実
現するために，教職員が持
てる指導力を十分に発揮で
きるように資質・能力のよ
り一層の向上が必要です。
一方では，社会が複雑化し
ていき，他者と接する機会
が希薄になってきていま
す。このような環境で育っ
ている子どもたちの中に
は，他者を思いやる気持ち
や友達との交流を深めるこ
となど，望ましい人間関係
を築くことが難しい子ども
もいます。いじめや不登
校，非行等の問題行動な
ど，憂慮すべき問題が生じ
てきており，早急に対応す
る必要があります。 　そ
こで，
○児童生徒の学力向上のた
めの基礎・基本の定着と個
に応じた指導の充実
○児童生徒の学力の定着状
況の把握と指導・評価方法
の改善
○児童生徒の能力・適性・
進路希望等に応じた個性を
生かす教育の充実
○国際化・情報化に対応で
きる人材の育成
○研修の充実による教職員
の資質・能力の向上
○児童生徒の社会的資質や
社会的行動力の育成
○人権を尊重する精神のか
ん養
を推進し，学校教育の充実
を図ります。

学校教育の充実 （児童生徒の学力向上）
児童生徒に基礎・基本を確
実に身に付けさせ，自ら学
び自ら考える力を育むとと
もに，一人一人の個性が輝
く教育を推進します。
児童生徒の学力の定着状況
を把握するとともに，指導
上の問題点を明らかにし，
指導・評価方法の改善を図
ります。

（教職員の資質・能力の向
上）
各種研修を充実させ，教職
員の資質・能力の向上を図
ります。

（国際化・情報化に対応し
た教育の推進）
国際化・情報化に対応でき
る児童生徒を育成します。
また，すべての児童生徒の
英語の「実践的コミュニ
ケーション能力」の向上と
「情報モラル」を含めた
「情報活用能力」の向上を
図ります。

（児童生徒の豊かな人間
性・心の育成）
学校教育活動全体を通じて
心の教育を推進し、児童生
徒の豊かな心の育成を図り
ます。
児童生徒の人格を尊重し，
個性の伸長を図るととも
に，社会的資質や社会的行
動力を育成し，児童生徒の
よりよい発達を目指しま
す。
人権教育を積極的に推進
し，人権を尊重する精神の
かん養と実践力の育成を図
ります。

・いじめ発生件数や高校
生の中途退学者数の減少
の達成に向けて，概ね順
調に進んでいます。
　今後も，いじめについ
ては，「いのちを大切に
するキャンペーン」など
を通して，いじめられて
いる児童生徒が安心して
訴えられる環境づくり，
いじめの早期発見，早期
解決に努めていきます。
また，高校生の中途退学
者の減少に向け，相談体
制の整備・充実，進路指
導の推進，キャリア教育
の充実等を図りながら，
きめの細かい指導の充実
を推進していきます。
・「学校教育の充実」に
向けて、概ね順調に進ん
でいます。児童生徒の学
力の向上については、学
力状況調査から中学校の
社会、理科に課題があり
ますが、全体として概ね
良好であるという結果が
得られました。また、学
力向上や教職員の資質・
能力の向上に向けて予定
通り進めることができま
した。
・人権教育研究学校の推
定や、人権教育・啓発
リーフレットの配布によ
り、人権を尊重する精神
の寛容と実践力の育成を
図ることができた。
・英語教育研究指定地域
の２地域を継続して指定
するとともに、県立高校
を新たに３校指定し、英
語教育の実践的な研究の
充実を図ることができ
た。

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果
目標の達成状況総括

生涯学習社会の実現に向
けて概ね順調に進んでい
ますが、一部課題があり
ます。県の取組みについ
ては、生涯学習情報シス
テムへのアクセス数が増
加し、一定の成果を上げ
ることができました。一
方、県立社会教育施設の
利用者数が減少し、青少
年教育の推進としては不
十分な状況ですが、引き
続き、学校・家庭・地域
及び関係機関との連携を
推進しながら、改善を図
ります。

拡大 現状維持

施策展開の柱

中間成果指標

現状維持 現状維持

Ｂ
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果
目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

特別支援教育コー
ディネーターを置
く、小・中・盲・
聾・養護学校の割
合

Ａ

不登校児童生徒数
（公立小・中学
校）

Ｂ

（不登校児童生徒への支援
の推進）
不登校児童生徒に居場所の
確保など支援の場を提供
し、不登校児童生徒の解消
を目指します。 菜の花スクールモ

デル事業
（市町村がＮＰＯ
等と協働して行う
居場所づくり支援
事業）

Ａ

教職員懲戒処分件
数

Ａ
学校評価の外部評
価実施率

－

学校評価実施率 － 学校評価公表率 －

教職員の人事管理 Ｂ
少人数学級･少人
数指導の推進

Ａ

同一校永年勤続解
消率(小中学校)
(同一校7年)

Ｃ

異校種間人事交流
件数（小中・高・
盲聾養護）

Ｃ

教員採用選考志願
者数(小学校)

Ａ

教員採用選考事前
説明会の実施校数

Ｂ

新規採用教員数
(小学校)

Ａ

食育における
ティームティーチ
ングの実施率
（小・中学校）

－

特別非常勤講師
（学校栄養職員）
による食に関する
授業の実施率

－

12歳児におけるむ
し歯の本数

Ａ

小学生の肥満傾向
児の割合

Ｂ

児童生徒を対象と
する防犯教室の実
施率（小・中学
校）

Ａ

児童生徒を対象と
する自転車教室の
実施率（小学校）

－

児童生徒の登下校
時における交通事
故による死者数

Ｂ

（教職員の服務管理）
児童生徒及び地域･保護者
に信頼される学校の管理運
営及び教職員の服務管理を
推進するため、学校評価を
全学校で実施し,学校運営
と職場風土の改善を目指し
ます。また、教職員の人事
評価ついても引き続き検討
を進めます。

（障害のある児童生徒への
支援の推進）
障害のある児童生徒への教
育の充実を図るため、体制
整備、指導者養成や市町村
事業との連携など支援の在
り方を検討し、方策の実現
を目指します。

特別支援教育コー
ディネーター研修
及び特別支援教育
指導者研修の終了
者数

Ａ

特別支援教
育課

学校等において、障害
のある児童生徒や不登
校児童生徒一人ひとり
の教育的ニーズに応じ
た教育を行うため、教
育環境の整備や支援方
策等を検討し、実現さ
せるなど特別支援教育
の充実を図るととも
に、広く県民に対し
て、障害のある児童生
徒や不登校児童生徒に
ついての理解・啓発に
努めます。

児童生徒一人一
人に応じた特別
支援教育の推進

県立学校の教職員(事務
職員を除く)及び県費負
担教職員の適正な人事･
服務管理の推進を概ね適
切に実施しました。その
理由として、①小学校
１・２年に加えて、中学
校１年生で38人学級編制
を実施し、基礎学力の向
上を目指したきめ細かな
指導体制の充実を図るこ
とができたこと。
②懲戒処分件数は15年度
25件あったものが、18件
に減少したこと。③学校
評価実施率は、17年度は
判明していないものの15
年度97％だったものが16
年度は98.6％と増加した
ことなどが挙げられま
す。

（教職員の任免）
県立学校の職員(事務職員
を除く)及び県費負担教職
員の採用選考を実施しま
す。併せて、採用選考志願
者の増加を目指すことによ
り優れた教職員の確保に努
めます。

教職員課 県立学校の教職員(事務
職員を除く)及び県費負
担教職員の適正･的確な
定数管理､任免事務､人
事事務と県立学校及び
公立義務教育諸学校へ
の適切な管理運営の指
導助言を行います。

県立学校の教職
員(事務職員を除
く)及び県費負担
教職員の適正な
人事･服務管理の
推進

（教職員の人事管理）
県立学校の職員(事務職員
を除く)及び県費負担教職
員の定数管理及び人事異
動､非常勤講師等の配置を
行います。　少人数指導や
国の基準を下回る少人数学
級により、きめ細かな指導
体制づくりを推進します。

教職員の任免 Ａ

児童生徒の健康保
持増進

Ｂ

児童生徒の安全確
保

Ｂ

（食に関する事業の充実）
食に関する指導は、児童生
徒が正しい食事のあり方や
望ましい食習慣を身につ
け、健康で生き生きした生
活が送れるよう、学校・家
庭・地域が連携して推進し
ていきます。

（健康教育の推進）
児童生徒が健康の大切さを
認識し，自らの健康を管理
し、改善していくような資
質・能力や実践力を育成す
るため、発達段階に応じ
て，一貫性のある指導を進
めます。

（安全教育の推進）
家庭や地域、関係機関･団
体等と密接に連携し、各教
科･道徳での安全に関する
学習、特別活動、総合的な
学習の時間、課外の指導な
ど、学校の教育活動全体を
通じて、自分の命は自分で
守ることができる児童生徒
の育成に努めます。

学校保健課 児童生徒を取り巻く社
会や生活環境の変化
は、児童生徒の食生活
や健康問題にも影響を
及ぼし、欠食や偏食と
いった食生活の乱れに
伴う生活習慣病の増加
や若年化を引き起こし
ています。このため、
生涯にわたって健康で
生き生きとした生活を
送るために、自ら健康
状態を把握・管理し、
また自分の命は自分で
守ることができる児童
生徒の育成を目指し、
学校における教育活動
を円滑に推進する基礎
として、児童生徒の健
康の保持増進及び安全
の確保を図ります。

児童生徒の健康
教育及び安全教
育の推進

Ⅰ　「ノーマライゼーショ
ンの進展に対応した障害児
教育の検討会議」では、パ
ブリックコメントやタウン
ミーティングにより県民の
意見を聴きながら、本県に
おける今後の特別支援教育
の在り方について、調査・
審議し、その成果として、
平成１８年３月に「千葉県
の特別支援教育の在り方に
ついて（提言）」（最終報
告）が取りまとめられ、県
教育委員会に提出されまし
た。
Ⅱ　小・中学校特別支援教
育コーディネーター研修を
実施したことにより，障害
のある児童生徒への気付き
や支援の必要性，特別支援
教育の重要性の認識が高ま
り，校内支援体制整備の充
実が図られました。
Ⅲ　菜の花スクールモデル
事業に参加した児童生徒
や、その保護者から安心し
ていられる場所である等の
高い評価を得ることができ
ました。
またＮＰＯ法人の実施する
不登校生徒の居場所づくり
については、施設面からの
支援をはじめ、ＮＰＯ法人
との協働に係わるノウハウ
が蓄積できました。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

・児童生徒の健康保持増
進については、概ね順調
に進んでいます。
　この理由として、小学
生の肥満傾向児の割合や
１２歳児の虫歯の本数な
ど現状より減少させるこ
とができたことなどが挙
げられます。
・児童生徒の安全確保に
ついても、児童生徒を対
象とする防犯教室の実施
率の目標を大幅にクリア
するなど概ね適切に事業
を展開し、児童生徒の登
下校時における交通事故
による死者数が17年は1
人となりました。
16年より減少しました
が、全国的には、児童生
徒が被害に遭う事件や事
故が、相変わらず多発し
ており、地域や社会への
啓発など十分とは言えな
い状況です。

現状維持 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果
目標の達成状況総括 施策展開の柱

中間成果指標

「千葉の県立博物
館」ホームページ
へのアクセス件数

Ｃ

ボランティアも含
めたＮＰＯ、民間
企業などとの協働
事業数

Ａ

国･県指定及び登
録文化財の指定･
登録件数

Ａ
博学連携事業実績
数

Ａ

フィールド・
ミュージアム参加
者数

Ｂ

国･県指定文化財
の公開割合

Ａ

小中高等学校・社
会教育施設におけ
る出土文化財の活
用件数

Ｂ

小学校における新
体力テスト（８種
目計80点）の平均
点

Ａ

総合型地域スポー
ツクラブ数

Ａ

平成１７年度全国
高等学校総合体育
大会の円滑な運営

Ａ

選手のコンディ
ション等に配慮し
た総合開会式の開
催

Ａ

県産食材の提供と
ＰＲ

Ａ

文化財の保護と
活用

文化財課 県内の歴史や風土に育
まれた伝統文化や貴重
な文化遺産などを継承
し，地域への誇りと愛
着を育むとともに，地
域や分野を超えた多様
な交流を通して新しい
時代の地域文化を創出
するため，文化財の調
査・保存・活用を進め
るとともに，県立博物
館においては貴重な文
化財等の資料の収集や
調査研究をはじめ，各
種講座，講演会等を実
施し，地域の文化活動
の拠点としての役割を
果たします。

運動能力証の交付
率

（文化のネットワークづく
り）
ボランティアも含めたＮＰ
Ｏ、民間企業などとの協働
を進めながら、博物館にお
ける学習支援システムを充
実させ、より多くの県民
に、自らが主体となって活
動し、地域の歴史・文化や
自然などに直接触れ、新た
な発見に感動しながら知識
を深めるための場を提供し
ます。

（文化遺産の継承と活用）
本県の自然と歴史の中で生
まれ、受け継がれてきた文
化財の適正な保存・管理が
図られるとともに、文化財
が心豊かな生活を営む糧と
して、県民に広く知られ親
しまれ活用される環境を整
えます。

Ａ

Ａ

体育課 社会環境・生活環境の
変化等に伴う県民の体
育・スポーツニーズの
高度化・多様化に対応
できるスポーツ諸活動
（学校体育分野・競技
スポーツ分野・生涯ス
ポーツ分野）に関わる
諸条件の整備、普及奨
励、推進を図り、県民
の生涯にわたる明るく
豊かなスポーツライフ
を構築します。

スポーツの振興 （学校における体育・ス
ポーツの充実）
各研修会、講習会を通じ
て、体育指導者の資質の向
上を目指すとともに、効果
的な体育指導のための、指
導計画や指導方法を研究
し、学校体育・スポーツの
充実と体力の向上を図りま
す。

（生涯・競技スポーツの充
実）
県民の多様化するスポーツ
ニーズに応え、個人のス
ポーツ活動はもとより、広
く地域住民の自主的スポー
ツ活動を積極的に促進し、
行政組織の充実、各種指導
者の養成・確保等指導体制
の確立を図ります。
また、高校総体・国体の開
催を踏まえて選手強化・育
成事業を強力に推進すると
ともに各種国内外のスポー
ツ大会の開催を推進しま
す。

・　「千葉の県立博物
館」ホームページのアク
セス件数は、減少してお
り、次年度の目標に向
け、さらに魅力ある情報
を提供するなど改善が必
要です。
・ 文化財の保護と活用
の推進に向けては、順調
に進んでいます。この理
由として、①国･県指
定及び登録文化財の指
定・登録件数は順調に増
加し、②国･県指定文化
財の公開割合はNPOとの
協働を含めた文化財探検
隊の実施により増加し、
③小中高等学校・社会教
育施設における出土文化
財の活用件数が増加して
いることが挙げられま
す。

拡大 現状維持

・ 児童生徒の体力向上
を重視し，創意工夫のあ
る積極的な取り組みを推
進しているが，まだ
　地域や学校により意識
や取り組みに差が見られ
る。

現状維持 縮小

（全国高校総体の開催）
財政状況に見合う簡素な全
国高校スポーツ選手権大会
として位置付けるととも
に、選手に優しい運営を原
点に高校生が主役として参
画する千葉県らしい心温ま
る大会を開催します。

総合型地域スポー
ツクラブ育成・定
着に関する研修会
の開催数

64



部局名：議会事務局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

議長・副議長の活
動、執務遂行が円
滑に行われている
こと。

Ｂ

（円滑な秘書業務の推進）
日程調整、随行業務、来客
の接遇等を通して、議長・
副議長が活動、執務を遂行
しやすいような秘書業務を
行います。

情報の早期収集、
整理、共有化

Ｂ

議員の接遇、受付
業務が円滑に行わ
れていること。

Ｂ

（円滑な接遇業務の推進）
県執行部との連絡調整、来
客の接遇等を通して、議員
が議会活動を円滑に行える
ような接遇業務を行いま
す。

正確で迅速な伝
達、連絡調整

Ｂ

局内各課室との連
携を図り、組織運
営が適正かつ効率
的に行われている
こと。

Ｂ コピー用紙使用量 Ｂ

県議会事務局にお
いて公文書公開請
求に対し、適正か
つ円滑に処理をし
た件数。

Ｂ
職場研修実施数
外部研修参加者数

Ｂ

情報公開制度にお
いて30日の開示期
限を延長した件数

Ａ

情報公開条例によ
らず、県民等の求
めに応じて情報提
供した件数

Ｂ

局内の連携が図ら
れ、議事運営が円
滑に行われている
こと。

Ｂ

（円滑な議事運営）
各種研修会等を通じ、職員
個々が速戦即決の対応がで
きるよう議会運営事務をマ
スターさせ、円滑な議事運
営を図ります。

研修の実施件数 Ｂ

秘書室 議長・副議長が活動、
執務を執行しやすいよ
うに交際、接遇、秘書
業務を行うとともに、
議員が議会活動を円滑
に行えるよう接遇、受
付業務を行います。

議長・副議長の
秘書業務、議員
の接遇業務

中間成果指標

課名
二次評価

結果

議長・副議長の活動、執
務遂行並びに議員の接
遇、受付業務を概ね適切
に実施しました。

現状維持 現状維持

課の使命・役割 施　策　名

（県民の議会への理解促
進）
保有する情報を積極的に公
表するとともに、「開かれ
た議会」の実現に寄与しま
す。

目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

（事務効率の改善）
仕事のプロセスを改善する
ことを心がけ、継続して取
り組みます。

内部管理業務､調整など
概ね適切に実施しまし
た｡
理由として、①議会運営
の見直しとして、議会運
営に関する疑問点等につ
いて課室長会議構成員で
協議を行ったこと、②職
員の資質向上に必要な外
部研修に多くの職員が積
極的に参加したこと、③
情報公開請求について、
請求状況に応じ公開期限
内に適切に開示できたこ
と、④環境マネジメント
システムの継続的な取り
組みを推進していたが、
コピー用紙使用量が基準
年より削減できたもの
の、昨年度比では増加し
てしまったことが挙げら
れます。
なお、コピー用紙使用量
の増加は、全員協議会等
の開催による業務量の増
加という要因が影響した
と考えられます。

総務課

議事課 議会に対する県民の要
望や意見等が複雑多岐
に及び、県民に開かれ
た議会が求められてい
ます。このため、議会
の現状、問題点、改革
点を具体的に把握し、
時代に即応した円滑な
議事運営を行うととも
に、研修機会の拡大と
研修内容の充実に努
め、専門的能力の育成
強化を図り、職員の意
識改革を推進します。

時代に即応した
議事運営

内部管理事務、
連絡・調整事務

厳しい財政状況のな
か、事務事業経費の効
率的な執行及び削減に
努める一方、議員の議
会活動をサポートする
体制を強化します。ま
た、情報公開請求に適
切に対応するととも
に、公開可能な情報は
積極的に提供し、県民
により開かれた議会と
してまいります。

拡大 拡大

時代に即応した議事運営
を行うため、職員の意識
改革を図るための研修会
のほか、実務的な研修会
を実施するなど、当初の
目標を概ね達成しまし
た。

拡大 現状維持
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次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

中間成果指標

課名
二次評価

結果
課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

議員からの依頼に
基づく調査や各種
資料の提示等が迅
速かつ適切に行わ
れていること。

Ａ
調査件数（議員等
からの依頼）

Ａ

議員発議条例など
政策立案のための
サポートが円滑に
行われているこ
と。

Ｂ 議会通信発行回数 Ａ

（政策立案サポート体制の
整備）
議員が行う政策立案をサ
ポートするため、事務局職
員の資質の向上を図りま
す。

政策立案補助関係
の研修人数及び延
べ日数

Ａ

県議会だよりの規
格及び発行部数

Ａ

テレビ放映日数及
び放送時間（年
間）

Ａ

ホームページの更
新回数

Ａ

ホームページのア
クセス件数

Ａ

インターネット会
議録検索のアクセ
ス件数

Ａ

インターネット議
会中継のアクセス
件数（生中継・録
画放送合算）

Ａ

図書室利用者数 Ｂ

（広報事業の展開）
インターネットに図書室の
情報を公開することによ
り、議員はもとより、議員
の調査研究に支障のない範
囲で、県職員及び一般利用
者に対して、利用の便宜を
図るように取り組みます。

県議会図書室トッ
プページへのアク
セス件数

－

（第九巻の編さん）
県議会の活動を中心に、県
政進展の足跡を記述するこ
とにより民主主義の確立を
明らかにし、県政発展に寄
与します。

議会史の発行 Ｃ

Ａ

（議会広報の充実）
県議会だより、県議会テレ
ビ中継、インターネット等
各種広報媒体を活用し、県
議会の役割や活動状況など
を広く県民に伝えます。

政務調査課

県議会に対する県民の
理解と関心を高めるた
め、県民の視点に立っ
た広報の充実を図りま
す。

議会広報の充実

様々な広報媒体の
活用により、県議
会に対する県民の
理解と関心が高ま
ること。

議員活動に対す
るサポートの充
実

地方分権の進展によ
り、地方自治体の行政
範囲が拡大してきてお
り、これに伴う行政課
題も複雑多岐に及ぶ
中、県民の代表である
議会は、機能強化が必
要不可欠なものとなっ
ています。
議会独自の政策提言機
能や政策立案機能を強
化するため､議員活動に
対するサポートの充実
を図ります。

現状維持 現状維持

Ａ

図書室 議員の調査研究に資す
る資料を収集・保管し
提供することにより、
議員の議会活動を支援
するとともに、議会史
を編さん・発行して、
県民に対して県議会活
動を明らかにします。

情報・資料提供
の充実

（調査・相談機能の向上）
議員の調査研究を支援する
ために、有益な情報・行政
資料等の収集・保管に努
め、政策立案・審査などに
活用できるよう、情報・資
料の提供に取り組みます。

情報、行政資料等
の収集、提供状況

図書室の利用者数につい
ては，議員のほか，議会
事務局職員・県職員及び
一般県民等の利用者も含
んでおり，総数として
は，目標を下回ったが，
課の使命・役割である議
員の議会活動の支援面か
ら見ると，議員の利用者
数は平成１５年度７７８
人から平成１７年度１，
０４４人と１．３４倍と
なっており，順調に増加
しています。

拡大 拡大

県議会だよりの発行につ
いては、目標どおり年４
回発行することができま
したが、県民だよりの紙
面については、本会議に
おいて質疑を行う議員の
写真をカラーで掲載し、
議会の活動状況等につい
て広く県民への周知を図
りました。
県議会テレビ中継ついて
は、予算委員会が一問一
答方式にかわり、カメラ
位置の変更が生じました
が、支障なく中継ができ
ました。
ホームページの更新回数
については、１７年度は
７９回であり、前年比５
８％増となりました。ま
た、ホームページへのア
クセス件数は、１７年度
は６９２，３５８件であ
り、前年比で
１．６３％の増加となり
ました。
　インターネットによる
議会中継は、１７年度は
１６７，０７３件であ
り、前年比２．４３％の
増加となりました。その
他、会議録検索は、１７
年度３７，３２６件で前
年比８４．４５％の増加
となりました。

現状維持 現状維持

調査業務は、議員の議会
活動を容易とするため、
依頼調査等２０９件や議
会通信１０回など前年度
を大きく超えて、積極的
に議員のサポートをしま
した。
また、サポート業務は、
議員からの依頼に左右さ
れるが、職員が研修を受
ける等により資質の向上
を図りながら積極的に対
応しています。１７年度
は３件の相談がありまし
た。

（調査事務の充実）
議員の調査活動への支援を
行うとともに、時の話題と
なるような問題の解説及び
国・県等の施策に関する資
料を議会通信としてまと
め、適時に提供します。
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部局名：選挙管理委員会

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

公正かつ適正な選
挙の実現

Ｂ

市町村に対し、講
習会、会議、通知
文などによる制度
の周知等を行いま
す。

Ａ

有権者に対し、法
令・制度の周知に
務め、また、政治
意識の高揚を図り
ます。

Ｂ

候補者・政党等に
対し、法令・制度
の周知に務めま
す。

Ｂ

中間成果指標

課名
二次評価

結果
施策展開の柱課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

選挙の管理執行等を概ね
適切に実施しました。そ
の内容としては、①当初
予定されていなかった衆
議院議員総選挙が執行さ
れたため、市区町村を対
象に会議を実施し適正な
選挙管理の徹底を図った
こと、有権者に対し臨時
啓発を実施し情報の提供
を図ったこと、立候補者
等に対し法令等に則った
適正な選挙運動を行うよ
う周知を図ったこと、②
平常時においては、市区
町村を対象に選挙事務研
究会等を実施し選挙管理
執行の知識の向上を図っ
たこと、有権者を対象に
県民政治大学の開催等に
より法令等の周知及び政
治意識の高揚を図ったこ
と、政党等の政治団体に
対し法令改正の通知を行
い法令・制度の周知を
図ったことなどが挙げら
れます。

現状維持選挙管理委
員会

公正かつ適正な選挙の
管理執行を確保し、
もって民主政治の健全
な発達を期します。

選挙の管理執行
等

（選挙の管理執行等：法
令・制度の周知）
適正な選挙に資するため、
市町村、有権者、候補者・
政党等に対し、法令、制度
の周知等を行います。
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部局名：監査委員事務局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

普通会計の監査機
関数

－

公営企業会計の監
査機関数

－

出資団体の監査機
関数

－

補助団体の監査機
関数

－

定期監査結果の公
表

－

財政的援助団体等
監査結果の公表

－

課名 課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果
施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

中間成果指標

第一課
第二課

　県民、時代の要請に
応える監査を実施する
とともに、監査結果に
対する分かり易い公表
方法等の表示により、
行政運営に係る財務管
理等の適正な執行の確
保を図り、県民の理解
と信頼を得ることが必
要であります。このた
め、監査を的確に実施
するため年間計画、月
間計画を作成し、監査
の検証にあたっては財
務行為が正確及び法令
等に従って適正に処理
されているか、また、
事務事業においては経
済的、効率的に実施さ
れているかを主眼とし
て行い、この結果の公
表を行っています。今
後は、さらに監査検証
範囲の拡大を図りなが
ら県民二－ズが反映す
ることを目指します。

平成17年度監査
計画の実施

適正かつ効率的な
財務管理等の執行
の確保

－

本計画は、平成1７年１
０月から平成１８年８月
までを実施期間とするも
ので、平成１８年３月末
現在で目標値の６６％を
実施しており、平成１８
年８月までに平成１７度
決算の状況を踏まえた本
庁の各課・局・室と一部
の出先機関の監査を計画
どおりすべて実施する予
定です。
　この監査によって、事
務事業が法令等に沿った
適正な執行が保たれると
ともに、経済性、効率性
及び有効性の視点にたっ
た監査指導ができたもの
と考えています。
また、監査結果を千葉県
報や千葉県ホ－ムペ－ジ
を通じて県民に情報提供
することにより、県民の
行政活動への理解を深め
るとともに、行政の説明
責任の一端を担うことが
できたと考えています。

現状維持 現状維持(定期監査の実施)
普通会計及び公営企業会計
について、財務に関する事
務の執行及び経営に係る事
業の管理が適正に行われて
いるかなど毎会計年度期日
を定めて監査を実施し、こ
の監査結果を公表します。

（財政的援助団体等監査の
実施）
県が資本金、基本金その他
これに準ずるもので4分の1
以上を出資している団体及
び補助を行った団体につい
て、出納事務等の財務に関
する事務が適正に行われて
いるかなど監査を実施し、
この監査結果を公表しま
す。

(監査結果の公表)
定期監査及び財政的援助団
体等の監査結果について
は、千葉県報への登載及び
インタ－ネットのホ－ムぺ
－ジの活用により情報の入
手が容易にでき、情報提供
が幅広く行える公表をしま
す。
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部局名：人事委員会事務局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

職員採用に係る
競争試験及び選
考考査の実施 ２１世紀の県行政

を担う有為な人材
の確保

Ａ

（職員採用試験の実施）
有為な人材確保のため、職
員採用試験（上級・中級・
初級・資格免許職・警察
官）を適正かつ公平に実施
し、意欲的な人材を確保し
ます｡

（職員採用選考の実施）
有為な人材確保のため、職
員採用選考（身体障害者・
特別捜査官等）を適正かつ
公平に実施し、意欲的な人
材を確保します｡

的確・迅速な公平
審査の実現に努め
ます。

Ａ

16年度中に審査の
終了した事案に係
る裁決・判定の17
年度内における処
理件数

Ａ

勧職員給与と民間
給与に較差が生じ
た場合均衡を図る
ため勧告を行いま
す。

Ａ
職種別民間給与実
態調査件数

Ａ

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

職員採用試験等を
実施するにあた
り、受験希望者に
対して、試験の概
要、県の組織・業
務内容等を紹介し
ます。

目標の達成状況総括

任用課 ２１世紀の県行政を担
う有為な人材確保のた
め、職員の採用等を実
施します。

給与課

専門的かつ中立的な人
事行政機関として、職
員の給与等勤務条件
が、社会一般情勢に適
応した適当なものであ
るかどうかについて調
査・研究し、その成果
を報告します。

職員の給与等に
ついての報告及
び勧告

（給与報告・勧告）
地方公務員法の定めるとこ
ろにより、職員の給与につ
いて、民間企業従業員及び
国や他の地方公共団体の職
員の給与と均衡し、社会一
般の情勢に適応したものと
するため、県内民間事業所
に勤務する従業員の給与に
ついて実地調査を行い、そ
の調査結果や人事院勧告の
内容等を総合的に考慮し
て、知事及び議会に対して
給与に関する報告・勧告を
行います。

・職員採用試験（上級・
中級・初級・資格免許
職・警察官）の実施によ
り、有為な人材の確保に
努めました。
・職員採用選考（身体障
害者・特別捜査官等）の
実施により、有為な人材
の確保に努めました。

平成15年度に作成した事
前事務手続・相談・受付
マニュアル及び平成16年
度に作成した審査請求の
手引を活用して、公平審
査事務を的確・迅速に実
施しました。

職員給与と民間給与の調
査の結果、職員給与が民
間給与を上回る状況で
あったため、２年ぶ
りに月例給（給料表及び
扶養手当）の引下げを勧
告し、勧告に沿った給与
改定が実施されるこ
とにより、職員給与と民
間給与の均衡が図られま
した。

現状維持 現状維持

現状維持

専門的､中立的な人事行
政機関として、職員の
勤務条件に関する措置
要求及び不利益処分に
対する不服申立ての審
査を的確・迅速に行う
ことにより、より一層
の職員の権利保護を図
るとともに、公務能率
の増進に努めます。

公平審査の的確
な処理

（公平審査の的確・迅速な
処理）
職員の勤務条件に関する措
置要求及び不利益処分に対
する不服申立ての審査を的
確・迅速に処理します。
16年度中に審査の終了した
事案に係る裁決・判定につ
いては17年度内に行いま
す。

Ａ

二次評価
結果

現状維持

現状維持 現状維持
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部局名：労働委員会事務局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

処理日数(集団的
労使紛争)

Ａ
申請書受付後の事
前調査の実施

Ｃ

処理日数(個別的
労使紛争)

Ｃ
あっせん応諾の可
否回答（事前調査
実施日～回答日）

Ａ

申請書受付後の事
前調査の実施

Ａ

あっせん応諾の可
否回答（事前調査
実施日～回答日）

Ｃ

不当労働行為救済
申立てから、救済
命令書交付又は和
解終結までの期間
（審査の期間の目
標は労働委員会の
決定事項）

Ｂ
申立て後、早期に
職員調査を実施。

Ａ

審査計画の策定を
補助するため、申
立て後、早期に主
張の整理を実施

Ｃ

（資格審査の簡易迅速な処
理）
労働組合の資格審査の簡
易・迅速な処理 労働組合の資格審

査日数（法人登
記）

Ａ

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

調整課 労使紛争は、原則的に
は当事者間において自
主的な解決が図られる
ことが望ましいもので
すが、現実には、当事
者間の利害や主張の対
立により、当事者間の
交渉では解決が困難な
場合があります。そこ
で、労使の自主解決が
困難な労使紛争につい
て、労使の自主性･自律
性を尊重しつつ、第三
者機関として紛争の早
期解決に向けての助力･
支援を行うことによ
り、当事者の歩み寄
り、譲歩を促進し、安
定した秩序ある労使関
係の維持形成に寄与し
ます。

労使紛争の早期
解決

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

審査課 不当労働行為審査が簡
易・迅速かつ実効性の
ある救済制度として適
切に機能するよう、組
織的・体系的に不当労
働行為審査業務を行い
ます。

不当労働行為審
査事務の簡易・
迅速化と実効性
の確保

不当労働行為審査事務の
簡易・迅速化と実効性の
確保の実現に向けて概ね
順調に進んでいます。
１７年度から、新たに申
立てのあった事件につい
ては、１年６か月以内と
いう目標期間内の事件の
終結を目指し、審問（公
開の場での証人調べ）開
始前に争点・証拠、審問
回数、命令の交付予定時
期等の審査計画を定め、
計画に沿った審査を行っ
ています。
なお、終結までの目標期
間をやや超過したのは、
和解により紛争解決を図
ることが適当と認められ
た事件について審査の途
中で和解期日を設定した
こと等によるものです。

現状維持 現状維持

二次評価
結果

労使紛争の早期解決に向
けて概ね適切に実施しま
した。集団的労使紛争に
ついては、平均処理日数
は37.3日で目標を達成し
ましたが、その理由とし
て、①事前調査時に被申
請者からあっせん応諾の
即日回答が得られるよう
努めたこと、②時間外に
おけるあっせんの実施を
含む日程の調整に努めた
ことなどが挙げられま
す。
一方、個別的労使紛争に
ついては目標に達しませ
んでしたが、その要因と
しては、あっせん参加を
応諾していた被申請者が
あっせんの開催日程の調
整に応じなかったもの
や、あっせん応諾の回答
を得るのに時間を要した
ものがあったことなどが
影響したと考えられま
す。

現状維持 現状維持

（審査の簡易・迅速化と実
効性の確保）
不当労働行為審査の簡易・
迅速化と実効性の確保

（個別的労使紛争の円滑な
処理）
個々の労働者と使用者との
間で労使紛争が生じ、自主
的な解決が困難となった場
合、労働委員会が公平･中
立の立場で、紛争当事者双
方の言い分を聞き、紛争解
決のために必要な助力･支
援を行います。

施策展開の柱

（集団的労使紛争の円滑な
処理）
労働組合と使用者との間で
労使紛争が生じ、自主的な
解決が困難となった場合、
労働委員会が公平･中立の
立場で、紛争当事者双方の
言い分を聞き、紛争解決の
ために必要な助力･支援を
行います。
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部局名：海区漁業調整委員会事務局

次年度以降
の対応

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

方向性

海区漁業調
整委員会事
務局

水面を総合的に利用
し、もって漁業生産力
の発展を図ることを目
的とした漁業者を主体
とする漁業調整機構
（漁業調整委員会）の
円滑かつ的確な運営を
図ります。

漁業調整委員会
の円滑かつ的確
な運営

漁業調整委員会に
おける議案の的確
かつ円滑な審議

Ａ

漁業調整委員会において
議案の的確かつ円滑な審
議ができるよう努めまし
た

（海区漁業調整委員会の運
営）
水面を総合的に利用し、
もって漁業生産力の発展を
図ることを目的とした漁業
者を主体とする漁業調整機
構（漁業調整委員会）の円
滑かつ的確な運営。

漁業調整に必要な
調査及び資料の収
集。

Ａ

現状維持 現状維持

施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括
二次評価

結果
課の使命・役割

71



指標数 割合 指標数 割合

154 49% 37 39%

75 24% 22 23%

19 6% 9 9%

65 21% 28 29%

313 96

３．目標の達成状況総括 ３．目標の達成状況総括
施策数 割合 ⑯事後(参考） 施策数 割合 ０４ＡＰ(参考）

53 37% 44% 10 26% 26%

87 61% 55% 28 74% 74%

2 1% 0% 0 0% 0%

142 （189施策） 38 （34施策）

指標数 割合 ⑯事後(参考） 指標数 割合 ０４ＡＰ(参考）

537 64% 63% 152 57% 53%

189 22% 23% 61 23% 22%

78 9% 9% 27 10% 12%

42 5% 5% 27 10% 13%

846 （678指標） 267 （156指標）

※平成１６年度評価では、検証指標を「最終成果指標」と「中間成果指標」に分けていません。 ※２００４年ＡＰ評価では、検証指標を「最終成果指標」と「中間成果指標」に分けていません。

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計 拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合 計

施策数 54 88 0 0 142 施策数 30 8 0 0 38

割合 38% 62% 0% 0% 割合 79% 21% 0% 0%
⑯事後(参考） 19% 48% 0% 1% ０４ＡＰ(参考） 53% 29% 0% 0%

※平成16年度評価では、区分に「改善（32%）」が設定されていました。 ※２００４年ＡＰ評価では、区分に「改善（18%）」が設定されていました。

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計

施策数 51 89 1 0 141

割合 36% 63% 1% 0%
⑯事後(参考） 19% 46% 0% 1%

※平成16年度評価では、区分に「改善（34%）」が設定されていました。 ６．重点事業の実施状況
事業数 割合 ０４ＡＰ(参考）

443 81% 75%

86 16% 18%

17 3% 7%

546 （449事業）

７．次年度以降の重点事業の方向性
拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 休止・廃止 合 計

事業数 218 289 16 6 15 546

割合 40% 53% 3% 1% 3%
０４ＡＰ(参考） 23% 47% 3% 1% 4%

※２００４年ＡＰ評価では、区分に「改善（22%）」が設定されていました。

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

現時点で判定できないもの（－）

２．「最終成果指標」の達成状況

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

平成１７年度課所掌の基本施策に係る事後評価の実施状況

１．事後評価を実施した課・施策数
　課数：１２６
　施策数：１４２

合　計

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる

施策目的の達成に向けて概ね順調に進んでいる
（一部に課題がある）

施策目的の達成に向けて困難な課題がある

合　計

５．次年度以降の施策の方向性（一次評価）

４．「中間成果指標」の達成状況

６．次年度以降の施策の方向性（二次評価）

現時点で判定できないもの（－）

合　計

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

（参考）　　　　２００５年アクションプランに係る事後評価の実施状況

１．事後評価を実施した施策・事業数
　施策数：３８
　重点事業数：５４６

２．「最終成果指標」の達成状況

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

現時点で判定できないもの（－）

合　計

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる

施策目的の達成に向けて概ね順調に進んでいる
（一部に課題がある）

施策目的の達成に向けて困難な課題がある

合　計

５．次年度以降の施策の方向性

４．「中間成果指標」の達成状況

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

現時点で判定できないもの（－）

合　計

合　計

Ａ：当初予定どおりの事業量等を達成したもの、
　又は、ほぼ達成したもの（当初予定の８割以上）
Ｂ：当初予定どおりの事業量等に達していないもの
　（当初予定の５割以上８割未満）
Ｃ：当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている
　もの（当初予定の５割未満）
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