
金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

Ⅰ

　市町村合併に対する取組の支援と県民等
への情報提供を強化することにより市町村
合併を促進します。 1,110,901 5.9 Ⅰ 市町村合併の促進

1件（野田市・関宿町）
（15年度（見込み））

法定合併協議会を設置し
ている市町村のできるだ
け多くが合併できるよう
に支援に努めます。（16
年度）

Ⅱ

　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って
いきます。

4,960,560 7.7 Ⅱ
県と市町村とのよりよい協力関係の
確立

市町村とのよりより協力
関係の確立を図るため、
分権新時代・市町村総合
補助金による助成、市町
村振興資金の貸付、県・
市町村税務事務職員の相
互交流を実施（15年度）

県と市町村との協力関係
のより一層の強化に努め
ます。（16年度）

Ⅲ

　市町村への権限移譲を推進することによ
り市町村の主体性が発揮できる体制づくり
を推進します。

376,929 0.5 Ⅲ 権限移譲の推進
権限移譲事務数360事務
（15年6月6日現在）

引き続き、権限の移譲を
進めるとともに、市町村
のさらなる主体性発揮に
資する新たな仕組みの検
討を行います。（16年
度）

Ⅰ

　意欲と能力のある女性が様々な分野で挑
戦し、活躍できるよう、関係部局との連携
のもと、今後の支援策について検討を行
い、県における総合的な支援体制の構築を
目指します。

1,783 1.6
Ⅰ
・
Ⅴ
女性のチャレンジ支援策の検討 ―

「ちば女性チャレンジプ
ラン（仮称）」の策定
（１６年度）

Ⅱ

　市町村、民間団体、事業者等へ情報提供
等による支援を行うとともに、連携強化を
図り、地域の推進体制整備を促進します。 17,779 1.4 Ⅱ 市町村男女共同参画計画策定率

３０％
（１４年度）

４０％
（１７年度）

Ⅲ

　ＤＶ被害者一人ひとりが、どこでも、安
全で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。

3,482 1.6 Ⅲ
県が関与するＤＶ被害者支援に係る
研修の受講者数

３,２４３人
（１４年度）

４,０００人
（１６年度）

農林水産業に係わる女性起業家数
１４５人
(１４年度)

２００人
（１７年度）

県が各地域で開催する農山漁村いき
いきセミナー修了者数

４，８８４人
（１４年度）

６，０００人
(１７年度)

Ⅴ

　男女共同参画施策の総合的、効果的な展
開を図るため、調査研究を進めるととも
に、その周知により、意識の醸成を図りま
す。

4,907 1.8 女性の農業委員数
９人
（１４年度）

７９人
（１市町村１人以上）
(１７年度)

Ⅰ

　ＮＰＯに対する理解を促進するため、Ｎ
ＰＯ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、ＮＰＯ法人に関する
情報公開を進めます。

3,752 0.8 Ⅰ ＮＰＯに対する理解の促進 （１５年）

ＮＰＯ活動（団体の法人
格の有無を問わない）へ
自発的に参加する県民が
増えるよう普及啓発を進
めます。

Ⅱ

　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。

68,220 6.3 Ⅱ ＮＰＯの自立した活動の強化 （１５年）

多様なＮＰＯ活動を生
み、自立した活動を継続
できる人材の育成を支援
します。

Ⅲ

　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。

19,031 3.5 Ⅲ ＮＰＯとの協働の推進 （１５年）

県とＮＰＯとの協働の領
域を確立し、県とＮＰＯ
が協働した事業展開を推
進します。

施策１

「千葉主権の確立」のために
は、県はもとより、住民に最
も身近な自治体である市町村
が、地域の特性や個性を活か
して主体的な行政運営を行
い、これからの分権型社会を
支えていくことが必要です。
市町村には、その主体性を存
分に発揮するための行財政基
盤の強化及び自治能力の向上
がなお一層求められていま
す。

施策２

２１世紀、多様性が重視され
る時代の転機において、千葉
主権の確立に向けて県民一人
ひとりがいきいきと暮らせる
社会を実現するためには、女
性も男性も、その人権を尊重
しつつ責任も分かちあい、個
性と能力を十分に発揮するこ
とのできる男女共同参画社会
の実現が求められています。
また、平成１１年に制定され
た男女共同参画社会基本法で
は、男女共同参画社会の実現
を、２１世紀の我が国社会を
決定する最重要課題であると
位置付けています。

分権型社会を支える
市町村への総合的支
援

目標
（目標年）

柱

平　成　１　６　年　度　　ア　ク　シ　ョ　ン　プ　ラ　ン　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

施策の基本的な考え方
施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

　ＮＰＯが日本で最も活動し
やすい県にするための環境づ
くりを進めるとともに、ＮＰ
Ｏと行政が相互理解を深め、
それぞれの特徴を生かし、対
等な連携・協力関係の確立を
目指します。また、県行政に
ついて、県民参加の方法や過
程を明らかにし、ＮＰＯと協
働した事業の組立てを行うな
ど、県民の視点にたって事
務・事業の見直しを進めま
す。さらに、これらの施策を
推進し、地域への定着を図る
ため、県と市町村との連携・
協力体制の確立を目指しま
す。

Ⅳ

　農林漁業分野における女性の政策・方針
決定の場や経営への参画を促進するため、
より一層の能力開発を図るとともに、効果
的・効率的な支援体制を構築し、その実現
を図ります。

8,330 1.1

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

男女共同参画社会の
実現

Ⅳ

１６年度決算

施策３
ＮＰＯ立県千葉の実
現



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ 文化を創造するための環境づくりの促進 35,360 1.0 Ⅰ
文化を創造するための環境づくりの
促進

Ⅱ
主体的な県民参画による文化活動の充
実

39,291 1.4 Ⅱ
主体的な県民参画による文化活動の
充実

Ⅲ
自然や文化遺産等の特性を生かす千葉
らしい文化づくり

7,730 1.1 Ⅴ
自然や文化遺産等の特性を生かす千
葉らしい文化づくり

Ⅰ
どこでも安全・高速なサービスが可能な

情報通信基盤の整備促進と高度な行政サー
ビス提供のための基盤整備を進めます。

5,000 0.2 Ⅰ ブロードバンド化の促進
全市町村（一部地域を除
く）でADSLサービスが展
開　（平成15年5月）

高速インターネット接続
地域の拡大

Ⅱ

　すべての県民がIT利活用能力を習得
し、向上できるよう、学校教育や講習
等
の充実を図ります。

223,974 1.1 Ⅱ IT利活用能力の向上

障害者向けIT講習受講
者
　　　　622人
　　　（14年度）

障害者向けIT講習受講者
　　　　772人
　　　（16年度）

Ⅲ

　行政サービスをはじめ県民生活の各
分野において、ITを積極的に活用し、
県民
生活の質的充実を図ります。

92,423 1.1 Ⅲ 身体障害者のIT活用の促進

重度視覚障害者（児）
等への周辺機器等の助
成
　　　　47件
　　　（14年度）

重度視覚障害者（児）等
への周辺機器等の助成
　　　　60件
　　　（16年度）

Ⅳ

　中小企業・農林水産業などの各産業
分野へのIT導入と活用を促進し、県内
産業
の振興を図ります。

43,830 3.5 Ⅳ 中小企業のIT活用の促進

主要産業（製造・卸小
売・サービス業）におけ
る県内中小企業の電子商
取引導入率
　　　　約２０％
　　（平成15年6月）

主要産業（製造・卸小
売・サービス業）におけ
る県内中小企業の電子商
取引導入率
　　　　３０％
　　（16年度中）

Ⅴ

　電子自治体の構築を推進し、行政
サービスの向上と行政事務の一層の効
率化
を図ります。

173,000 6.7 Ⅴ 電子県庁の構築推進 現在、システムの設計中
電子入札の一部導入
　　　（17年度）

　社会のあらゆる分野でITの
活用が進展する中で、国にお
いては、新たに策定した「e
－Japan戦略Ⅱ」において、
「ITの利活用による、『元
気・安心・感動・便利』社会
の実現」を目指すこととして
います。
　本県においても、「県民一
人ひとりがいきいきとした暮
らしの創造」をはじめとする
「千葉からの『変革と創造』
に取り組んでいくためには、
行政をはじめ、各分野におい
て積極的に情報化の推進を
図っていく必要があります。

施策４

　千葉県は、豊かな自然環境
と穏やかな気候風土に恵ま
れ、古くから農業漁業を中心
とする産業が盛んに営まれ、
祭り
や民謡など多様な生活文化を
育んできました。また、鎌
倉・江戸などの当時の文化の
中心地と海上・河川を介した
交流を進めることで、特色あ
る歴史・文化が形づくられて
きました。
　今日、県内各地では、さま
ざまな文化を楽しむ活動が盛
んに行われ、新たな文化創造
の試みが始まっています。
　こうした、脈々と歴史の中
で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が大切で
あると考えます。
そこで、県では、千葉の自然
を背景に生み出されてきた生
活文化、伝統文化、歴史を踏
まえて、これらの文化の担い
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。

ちば文化創造に向け
て

(１５年度)

文化の担い手である６０
０万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。

情報化の推進施策５



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ
健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発

展させます。
7,977 4.6 Ⅰ 健康福祉千葉方式の展開

〔参考〕
地域福祉支援計画策定市
町村数
４市町村
（１５年度（見込み））

健康福祉千葉方式に基づ
き、できるだけ多くの市
町村が地域福祉計画を策
定できるよう支援しま
す。
（１６年度）

現在はありません

県レベルでの地域福祉
フォーラム及び広域福祉
フォーラムの設置を支援
します。
（１６年度）

現在はありません

基本福祉フォーラム及び
小域福祉フォーラムの設
置を支援します。
（１８年度）

Ⅲ
　保健・医療・福祉サービス利用者の
求めに応じた健康福祉分野の人材育成
を推進します。

600 0.9 Ⅲ 健康福祉分野の人材育成の推進 現在はありません
全ての広域福祉圏で福祉
塾を開催します。
（１８年度）

６３種
（１５年度）

ちば・ウェルナビで情報
を提供する福祉施設を６
８種類に拡充します。
（１６年度）

現在はありません

ちば・ウェルナビで提供
する在宅サービス関係情
報を拡充します。
（１７年度）

施策６
健康福祉千葉方式に
よる施策推進のため
基盤整備

　「県民一人ひとりがいきい
きとする暮らしの創造」に向
け、「ちば・健康福祉の５原
則」を理念に、「健康福祉千
葉方式」による施策をより実
践的・具体的に推進する必要
があります。
　「健康福祉千葉方式」の定
着と発展に重点をおき、労
働、教育、まちづくり、観光
をはじめとして県民生活に関
連する各種施策分野を、従来
の枠組みを超えて健康福祉の
観点から調整・組立・支援
し、部局横断的な展開を図り
ます。
　地域に住む多くの人たち
（当事者、ＮＰＯ、社会福祉
協議会、健康福祉分野の従事
者、医療法人、農協、生協、
商店街、学校、株式会社等）
が参加し、地域に不足する
サービス等を検討する地域福
祉フォーラムの設置を促進し
ます。
　地域福祉を支える資源の原
点は人材であることから、地
域福祉を担う人材の育成と資
質向上を優先的に進めます。
　また、県民が自らの判断で
適切な福祉サービスを利用す
ることができるようにするた
め、「知る権利」の保障を目
的として、情報弱者にも配慮
した健康福祉情報の発信と受
信に努めます。

Ⅳ Ⅳ
　健康福祉情報の一元化と情報障壁
（バリア）の解消を推進します。

22,216 1.2

Ⅱ 地域福祉推進体制の整備

健康福祉情報の一元化と情報障
壁（バリア）の解消

Ⅱ
　地域福祉推進体制の整備（誰もが暮
らしやすいようユニバーサルなまちづ
くり）を推進します。

133,564 1.0



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

地域で「あるがままに・活き活き」と生
活できる場の確保のため、仲間と一緒のお
家（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）の整備や在宅支援施策を
推進します。

933,386 5.2 Ⅰ
グループホームや在宅支援施策の推
進

対象地域　　５市１村
（平成１５年９月）

「健康福祉千葉特区」の
対象地域や規制緩和内容
の拡大を図ります。
（１６年度）

２か所
（１５年度）

中核地域生活支援セン
ターを１４か所設置しま
す。
（１６年度）

５事業者
（１５年度）

１４事業者のパーソナ
ル・アシスタンス活動を
支援します。
（１７年度）

Ⅲ
　地域福祉に貢献する起業支援と地域
での就労促進を図ります。

1,845 0.7 Ⅲ
地域福祉に貢献する起業支援と
地域での就労促進

〔参考〕
障害者就労関係の協力企
業等　　３社
（１５年度）

「新しい風起業支援」事
業について協力企業等を
募集し、５件の事業化を
目指します。
（１６年度）

Ⅳ
　若手福祉従事者の待遇改善（若手福
祉従事者・所得倍増作戦）を推進しま
す。

10,653 0.9 Ⅳ 若手福祉従事者の待遇改善 現在はありません。

５０福祉作業所等の営業
活動を支援します。
（１６年度）

Ⅰ
「健康づくりふるさと構想」を補うため

に、一人ひとりに重点を置いた健康づくり
を進めます。

493,347 3.6 Ⅰ 健康目標値
現在、「健康ちば２１」
の目標に向け事業を推進
中。

「健康ちば２１」で設定
した目標値の達成を目指
します。
（２２年度）

Ⅱ
　市町村合併等を踏まえ、千葉県の保
健医療提供体制を再構築します。

4,120,359 6.1 Ⅱ 周産期医療・保健システム構築
現在、連携・協力体制の
確立に向け取り組み中。

周産期母子医療センター
と産科を有する医療機関
等との連携・協力体制の
確立を図ります。
（１８年度）

Ⅲ
　誰もが地域で生活・療養を続けられ
るように、地域医療・在宅医療を充実
します。

19,284 1.8 Ⅲ
地域リハビリテーション支援体
制

総合支援センターの指定
及び地域リハビリテー
ション支援センターを１
か所指定（１４年度）

千葉県千葉リハビリテー
ションセンターを中核と
して、全二次保健医療圏
に地域リハビリテーショ
ン支援センターを指定し
ます。
（１７年度）

Ⅳ
　障害者、高齢者にやさしい医療を確
保します。

96,133 1.1 Ⅳ 精神障害者の社会的入院解消

精神障害者グループホー
ム　　１８か所
ふれあいホーム
　　　２か所
（１４年度）
その他、現在、退院支援
のための事業運営委員
会、運営協議会、支援員
の設置について検討中で
す。

精神障害者の社会的入院
を解消するための体制整
備を図ります。
（１７年度）

1.9

　深刻な少子・高齢社会と
なった今、県民一人ひとりが
いきい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。この実現に向けて「健
康づくりふるさと構想」と連
携し、性差や年齢差、障害の
有無・種類に関わらず県民自
らが積極的に健康づくりに取
り組むことができる環境づく
りや、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らせる医療体制
の確保・充実を図っていく必
要があります。

施策８
自らつくる健康と安
心を育む医療

施策７
地域・家庭に重点を
置いた生活（自立）
支援

　真のノーマライゼーション
の理念に基づき、子ども、障
害者、高齢者を含めた全ての
県民が、自らの判断で、あり
のままの姿で、地域で明るく
楽しく生活できることが非常
に重要です。
　そのためには、地域で「あ
るがままに・活き活き」と生
活できる場の確保が重要で
す。高齢者や障害者が、要介
護状態になっても地域での生
活を続けられるために、地域
のサービス拠点を数多く展開
していくことが必要です。ま
た、地域で自分の暮らしがで
き、安定した食事や何かあっ
た時に相談できる専門の職員
がいる仲間と一緒のお家（グ
ループホーム）の設置を推進
します。
　地域での生活を実現するた
めには、民間と行政が一体と
なった支援体制の確立も重要
です。中核地域生活支援セン
ターモデル事業の拡充や、一
人ひとりにあわせた支援を行
う（パーソナル・アシスタン
ス支援）事業を全県下に展開
します。
　さらに、地域福祉に貢献す
る事業者（ベンチャー）に対
して支援を行うとともに、福
祉作業所等の若手従事者や、
介護員等の資質の向上を図
り、優秀な人材が数多く福祉
分野で活躍できるよう支援を
します。

地域生活実現のための民間と行
政が一体となった支援体制の推
進

Ⅱ

　地域で「あるがままに・活き活き」
とした生活を実現するための、民間と
行政が一体となった支援体制を推進し
ます。

209,780 Ⅱ



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ
個人の尊厳（尊重）を守ることを目的とし
た権利侵害の予防・回復システムの構築を
進めます。

249,017 6.0 Ⅰ
権利侵害の予防・回復システムの構
築

２か所
（１５年度）

中核地域生活支援セン
ターを１４か所設置しま
す。
（１６年度）

現在、検討組織等を設置
し、評価項目、基準等を
検討中です。

福祉施設等に対する第三
者評価システムを構築
し、モデル的に実施しま
す。
（１６年度）

現在はありません。

バリアフリーホームペー
ジを５か所認証します。
（１６年度）

Ⅲ
６００万県民の心のバリアフリーを進
めます。

4,100 1.3 Ⅲ 心のバリアフリー 現在はありません。

ユニバーサルな行事等を
７９か所指定します。
（１７年度）

Ⅰ
「確かな学力」の向上と一人一人の個性

を生かす教育を推進します。
5,838 2.5 Ⅰ 少人数教育の推進

小学校１、２年生で学年
児童が１１５人以上の場
合に３８人学級編制を実
施
（１４年度）

きめ細かな指導を行うた
め、学習集団の少人数化
や少人数学級を推進しま
す。

Ⅱ
　子どもたちの個性が輝き、いきいき
と活動する千葉県ならではの特色ある
教育を推進します。

1,083,487 13.6 Ⅱ
魅力ある高等学校の設置と再編
及び学科の再編成

第１期実施プログラムに
基づき再編を推進中。
（１４年度：県立高校
１４２校）

県立高校を１２７校程度
にするととともに、魅力
ある高等学校づくりを行
います。
（２３年度）

特別支援教育コーディネーター
の養成

現在は、船橋市を総合推
進地域として指定し、指
導体制を整備中。
（１５年度）

全小・中学校、盲・聾・
養護学校における特別支
援教育コーディネーター
を養成します。
（１９年度）

不登校児童生徒の新しい支援の
在り方の調査研究

新しい居場所づくり事業
を開始するとともに検討
会議を設置し、不登校児
童生徒の支援の在り方に
ついて調査研究を行って
います。
（１５年度）

新しい居場所づくり事業
を受けて、不登校児童生
徒の新しい支援の在り方
について提言します。
（１７年度）

Ⅳ

　学校・家庭・地域社会が一体とな
り、豊かな心を育み、子どもの個性に
応じた教育及び青少年の健全育成を推
進します。

218,596 23.3 Ⅳ
スポーツ・健康教育の推進（高校総
体に向けた準備活動）

千葉県推進委員会の設置
（１４年度）

「きらめき総体一人一役
活動」による県内高校生
約１７万人の大会運営へ
の参画と交流
（１７年度）

　千葉県の未来を築く子ども
たち一人一人の個性が輝く教
育を推進するために、基礎・
基本の確実な定着や自ら学び
自ら考える力などの育成をめ
ざすとともに、学校・家庭・
地域社会が一体となって「豊
かな心」を育みます。
　また、千葉県ならではの特
色ある教育の推進や特別支援
教育の充実などにより、一人
一人の個性を重視し、その可
能性を引き出すとともに、心
身のバランスの取れた創造性
豊かな人材の育成を目指しま
す。

Ⅲ

施策10
個性が輝く教育の推
進

　県民一人ひとりが安心して
いきいきと暮らしていくため
には、その前提として、県民
が「悲しい思いや辛い思いを
することなく」、「尊厳を
もって」生涯を過ごすことが
できる地域づくりが重要であ
り、「一人の人間としての尊
厳の確保」に向けた施策を強
力に推進していくことが必要
となります。
　個人の尊厳を守るために
は、民間と行政が協力して人
権侵害の救済や権利擁護活
動、障害者に対する自己決定
の支援、身体拘束廃止促進な
ど権利侵害の予防・回復シス
テムを構築していくことが重
要です。
　個人の尊厳の前提となる
「知る権利」の確立のために
は、聴覚障害者や視覚障害者
等が会議に参加しやすい環境
づくりやバリアフリーホーム
ページの作成基準を定めると
ともに、聴覚障害者や視覚障
害者等が社会参加を実現させ
るための整備として実態調査
を行う必要があります。
　また、県民一人ひとりの尊
厳や権利を尊重し、安心して
暮らせる社会をつくるため
に、子ども世代からの人権意
識の醸成、福祉と教育の統合
ネットワークの構築、県民の
意識調査等、６００万県民の
心のバリアフリーが重要で
す。

Ⅱ施策９
一人の人間としての
尊厳の確保 Ⅱ

個人の尊厳（尊重）の前提となる「知
る権利」の確立を進めます。

21,754 1.4

Ⅲ

情報保障（知る権利）の確立

　ノーマライゼーションの進展に対応
し、一人一人が必要とする教育を受け
られるよう特別支援教育を推進しま
す。

26,880 2.3



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開
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施　策　名
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（基準年）
施策の柱

１６年度決算

（仮称）防災情報ターミナル（基
地）ちばの整備

現行システム（千葉県総
合防災情報システム）を
稼動中

１８年度並行稼動、１９
年度本格稼動

危険度判定技術者養成

被災宅地危険度判定士
８４人（１４年度）
被災建築物応急危険度判
定士3,037人（１４年度）

被災宅地危険度判定士
２２５人（１７年度）
被災建築物応急危険度判
定士4,000人（１７年度）

Ⅱ

　災害時に大きな役割を担っている自
主防災組織の充実を図るとともに、現
地の連絡調整役の養成など、協働と連
携による防災体制の強化を目指しま
す。

1,282 0.6 Ⅱ 自主防災組織活性化 ５２．２％（１３年度）
組織率６０％（１７年
度）

Ⅲ

　県民、自治体、警察等が共働して、
安全で安心なまちづくりに向けた地域
安全活動を推進し、地域の犯罪抑止機
能を強化します。また、県民が身近に
不安を感じる犯罪の抑止と検挙の徹底
を図ります。

1,300 Ⅲ 刑法犯認知件数
１６８，３６６件
（１４年）

前年より減少するよう努
めます。（１６年）

Ⅳ

　厳しさを増す犯罪情勢に的確に対応
するため、警察体制を充実し、警察捜
査力の一層の強化を図ります。また、
警察本部をはじめ県民生活の安全のよ
りどころとなっている交番･駐在所の
機能充実など､地域の安全を守る基盤
づくりを進めます。

399,981 Ⅳ 警察官一人あたりの負担人口 ６７２人（１５年度）
警察官を増員し、大規模
県平均５４４人に近づけ
ます。（１６年度）

千葉県総合健康危機対策ネット
ワークの構築

１５年度に検査部門につ
いての連携を実施中

１６年度から総合展開し
ます。

感染症対策専門チーム派遣制度の創
設

疫学専門家派遣実施
１６年度に創設し、稼動
します。

感染症対策技術者養成･登録制度
（仮称）の創設

保健所担当職員研修実施
１６年度に創設し、稼動
します。

生活環境の健康相談センター（仮
称）の設置

相談があった場合対応
１６年度に創設し、稼動
します。

Ⅵ

　薬物乱用問題に関して、地域が一体
となって薬物乱用防止コミｭニティ会
議を開催し、薬物乱用を許さない社会
環境づくりを推進します。

618 0.3 Ⅵ
薬物乱用防止コミュニティ会議
の開催

児童・生徒を対象とした
薬物乱用防止教室開催

１６年度に３地区で開催
します。

Ⅶ

　様々な緊急事態に対し、より的確か
つ迅速に対応するため、危機対応マ
ニュアルの検証等を行うなど、より実
践的な危機管理体制の充実を図りま
す。

1.9 Ⅶ
実践に即した危機管理体制の充
実

四者連絡会議を設置し、
関係機関等との連携を強
化中

関係機関等との連携を一
層強化するとともに、専
門家の意見等を踏まえ、
実効性のある危機管理体
制の充実を目指します。

ⅠⅠ

災害対策の総点検を踏まえ、県民のみな
さんと行政が相互に助け合い、協力する
「協働」型の防災体制の具体化を図りま
す。

1,328,050 12.6

Ⅴ

施策11
県民が安心して生活
できる体制の整備

Ⅴ

　産学官による千葉県総合健康安全対
策ネットワークを構築するとともに、
感染症対策として感染症対策技術者養
成・登録制度（仮称）を創設し、健康
安全対策の充実を図ります。

1,230 1.8

　県民のだれもが、安全で安
心して毎日の生活を過ごすに
は、そのもっとも基本となる
生命・身体・財産が守られて
いなければなりません。
　そのためには、大地震、風
水害などの災害をはじめ、犯
罪、重症急性呼吸器症候群
（ＳＡＲＳ）などの重篤な感
染症、さらにはこれまでの常
識では予測もつかないような
様々な危機から県民の暮らし
を守る体制の充実・強化が必
要です。



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
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施策
番号
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施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

県民総参加による交通安全運動を推進す
るとともに、シートベルト・チャイルド
シートの着用促進に重点をおいて、広報・
啓発活動を積極的に推進します。

20,926 3.0

Ⅱ

　実践型、参加・体験型の研修会など
県民が必要とする交通安全教育の充実
と地域ぐるみの交通安全活動を推進し
ます。

16,437 7.1

Ⅲ

　あんしん歩行エリアの形成、共同現
地診断や科学的な調査・分析等を踏ま
え、ひとにやさしい交通安全環境の整
備を推進します。

9,710,426 6.0

Ⅳ
　重大事故に直結する悪質・危険性、
迷惑性の高い違反に重点をおいた効果
的な取締りを実施します。

13,300

Ⅴ

　交通事故被害者の心のケアとして交
通事故相談業務の充実や、救命率の向
上のため救急救命・救急医療体制の整
備を推進します。

327,721 5.0

Ⅰ
既成市街地の拠点づくりや、産業・業務

拠点の形成を目指す都市づくりを進めま
す。

4,758,486 11.0 Ⅰ
つくばエクスプレス沿線の土地区画
整理事業

柏の葉キャンパス駅及び
流山セントラルパーク駅
の駅前広場、連絡道路等
の整備中
（１５年度）

駅前広場、アクセス道路
等の供用（１７年秋）

Ⅱ
　水環境や交通環境への負荷の低減を
図り、自然環境を保全し再生する都市
づくりを進めます。

7,980,179
特別会計500 23.5 Ⅱ

連続立体交差事業
（京成本線）

全事業区間で工事中
（１５年度）

早期の完成
（２０年度）

Ⅲ

　少子・高齢化に対応した住まいづく
りや、県民一人ひとりが快適で安全･
安心に暮らせる都市づくりを進めま
す。

686,500 2.5 Ⅲ
ユニバーサルデザインによる建
築物

現状把握と課題の抽出・
分析
（１５年度）

整備指針の立案とガイド
ラインの作成（１６年
度）

Ⅳ
　時代の要請に対応し、地域の文化や
風土を活かした個性豊かな都市づくり
を進めます。

18,000 0.9 Ⅳ 景観保全型広告整備事業

成田市での景観保全型広
告整備地区の指定に向け
た検討作業中（１５年
度）

景観保全型広告整備地区
１箇所の指定（１６年
度）

Ⅴ
　市町村、県民、NPO、民間団体との
適切な役割分担や連携のもと、参画と
協働の都市づくりを進めます。

25,500 2.6 Ⅴ
ちばまちづくりＮＰＯフォーラムの
推進

まちづくりに係るＮＰＯ
懇談会の開催（１５年
度）

フォーラムの開催
（１６年度）

　安定・成熟した都市型社会
の時代を迎え、近年の急速な
社会経済情勢の変化に対応し
ながら魅力と活力にあふれた
都市づくりを推進し、「千葉
主権の確立」を目指していく
ため、まちづくりの総合的な
指針となる「千葉県都市整備
基本方針」に基づき、県民が
いきいきとした生活を営み、
産業など様々活動を展開する
都市を活性化するとともに、
都市交通の改善、都市防災の
推進や自然環境の保全など都
市の再生を図っていくこと
が、緊急かつ重要な課題と
なっております。
　このため、少子高齢化時代
の進展、都市の安全性の確
保、環境への関心の高まり、
分権の進展、県民参画のニー
ズなど、時代の変化を背景と
した千葉の都市づくりの課題
を再点検し、県民一人一人が
真に豊かさを実感できる２１
世紀の都市づくりに向け、基
盤整備やソフト施策を展開し
ていきます。

施策13
魅力と活力ある都市
の再生とまちづくり

　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、県民一人ひと
りの交通安全に対するモラル
の向上と意識の高揚を図るた
め、県民各層に向けた広報・
啓発活動と交通安全教育の推
進はもとより、ひとにやさし
い交通安全環境の整備など、
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。

Ⅰ
～
Ⅴ

交通事故発生件数
交通事故死者数

３７，７８８件
３７９人
（１４年）

前年より減少させる
（１６年）

シートベルト着用率
７８．８％
（１４年１０月）

１００％を目指す
（１６年）

施策12
交通安全県ちばの確
立



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

供用開始する高規格幹線道路 ー

・東京外かく環状道路
（県内区間）
L=約１２．１ｋｍ
・首都圏中央連絡自動車
道（茂原～木更津間）
L=約２８．５ｋｍ
・東関東自動車道館山線
（木更津～富津間）
L=約２０．８ｋｍ
（～１９年度）

供用開始する地域高規格幹線道路 ー

・銚子連絡道路
L=６．１ｋm
（平成17年度）

供用開始する国道・県道 ー

・ 国道２９７号
L=約０．５ｋｍ
 県道竹岡インター線など
１２路線１３箇所　L=約
５．１ｋｍ
（平成１６年度）

河川整備の推進 ー

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
整備を推進します。

河川環境の整備と保全 ー

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
川環境の整備と保全を推
進します。

海岸の整備 ー

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
海岸整備を推進します。

土砂災害の防止 ー

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
設の整備を推進します。

Ⅲ
　地域社会の発展を支え、環境と生活
に密着した千葉の港づくりを進めま
す。

2,147,500 6.6 Ⅲ
地域社会の発展を支え、環境と
生活に密着した港づくりを目指
し、各事業の推進を図る

従来の岸壁等の整備に加
えて、地元市やNPOが中心
となり人と海が接する機
会を創出するなど「みな
とを活かしたまちづく
り」について検討する。
また、海岸や水域の利用
促進や良好な管理等のソ
フト面の取り組みを行
う。

千葉港における
・接岸可能対象船舶を３
万トン級にします。
・ 中央ふ頭のコンテナ取
扱量を12万TEUにします。
・ 年間利用者数約５０万
人の観光スポットを創出
します。
（平成20年代前半）

Ⅳ
　地域の魅力アップモデル事業を推進
します。

7.0 Ⅳ
県と市町村・地域住民などが連携し
て地域の特性や個性を生かした地域
づくりを実現する

地域計画の策定中
（平成１５年度）

７つのモデル地区が策定
する地域計画に位置づけ
る事業の着実な整備を行
います。
（平成１６年度）

施策14
県民生活や産業を支
える基盤整備

人にやさしく、自然にやさしい千葉の道
づくりを進めます。

57,567,702 52.0 Ⅰ

　社会状況の様々な変化によ
り、不透明感が広がる中に
あって、誰もが安心して快適
に暮らすことができるいきい
きとした地域づくりを進めて
いくことが必要です。
活力ある地域社会をつくるう
えで、大切な基礎となるのは
安全な県土を前提とした人々
の連携と交流であり、また、
産業活動を支える交通網など
の社会基盤です。
県では、これまで県民の生
命・財産を災害から守り、道
路ネットワークの充実・強化
を図るなど県土の均衡ある発
展を目指し道路、河川、港湾
の整備を着実に進めてきまし
た。
　一方、長引く景気の低迷か
ら国、地方を通じた危機的な
財政状況により、施策精選型
の政策運営がこれまで以上に
強く求められています。
　このようなことから、限ら
れた財源を効果的・効率的に
活用しつつ、産業基盤を充実
する道路網の整備や港湾物流
機能を強化する千葉港などの
整備を進め、県土の安全度を
高める河川・海岸の整備や県
民が快適に暮らせる個性ある
地域社会を支える基盤整備に
取り組むとともに、今後は、
かけがえのない県土を将来の
子孫に引き継ぐため、環境保
全、環境再生、循環型社会シ
ステム構築の視点に立った県
土の整備を進めていくことが
必要となります。

25.9 ⅡⅡ
　安全で清らかで豊かな千葉の川づく
り、海岸づくりを進めます。

26,400,910

Ⅰ



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

　浮遊粒子状物質の大気環境基準の達成に
向けて、「ディーゼル自動車排出ガス対策
条例」などの的確な運用や、自動車交通公
害防止計画等に基づく低公害車・低燃費車
の普及促進、自動車交通流対策などを総合
的に進めます。
　また、化学物質による環境への有害な影
響を評価し、その低減に向けた対策を検討
します。

756,516 15.7 Ⅰ 浮遊粒子状物質の環境基準の達成率
４８％
（１４年度）

Ⅱ

　県民の地球温暖化防止に係る取組の
支援や対策の普及啓発を図るととも
に､県自ら率先的に温室効果ガスの排
出削減を推進します。

3,363 3.0 Ⅱ
温室効果ガスの排出抑制
（炭素換算）

２，１５２万トン／年
（２年度）

Ⅲ
　汚水処理施設の整備促進、地下水・
土壌汚染対策などによりきれいで安全
な水の確保を図ります。

17,421,866 25.7
Ⅲ
・
Ⅳ

水質の環境基準の達成率
〔ＢＯＤ（生物化学的酸素要求
量）・ＣＯＤ（化学的酸素要求
量）〕

５２．９％
（１４年度）

Ⅳ
　水質汚濁の著しい印旛沼・手賀沼の
水質浄化対策を推進します。

1,130,997 4.5

Ⅴ
豊かな自然の保全と再生を推進し、生
物多様性を確保します。

282,390 13.4

Ⅴ
県民総ぐるみでの環境再生の推
進

里地里山などの身近な自然の保全と再生への支援を
充実します。

施策15
良好な大気・水環境
の確保と環境再生の
推進

　私たちの暮らしを支えてい
る「環境」は、大気、水、土
壌及び生物の間を物質が循環
し、生態系が微妙なバランス
を保つことによって成り立っ
ています。しかし、現代の社
会経済システムの環境への影
響が、自然の持つ浄化・再生
能力の限界を超えたことか
ら、地域では大気汚染、水質
汚濁や自然の荒廃など、ま
た、地球規模では地球温暖化
など、様々な環境問題が生じ
ています。
　これら環境問題の解決に
は、循環型社会システムへの
転換を進める一方で、良好な
大気環境、水環境の確保や生
物多様性の保全など自然環境
の保全・再生に向けた取組を
地域から進めていくことが重
要です。

ＮＰＯや地域住民の参加を活発化させます。



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

一般廃棄物（ごみ）の排出量（ｇ／
人・日）

１,０５９
（１２年度）

９５０以下
（１７年度）

一般廃棄物（ごみ）の最終処分量
（ｇ／人・日）

１４４
（１２年度）

９０以下
（１７年度）

一般廃棄物（ごみ）の再資源化率
（％）（市町村回収及び集団回収）

１９．９
（１２年度）

３０以上
（１７年度）

産業廃棄物の排出量
（万t／年）

２,６８１
（１０年度）

２,６６０
（１７年度）

産業廃棄物の最終処分量（万t／
年）

　１１６
（１０年度）

７８
（１７年度）

産業廃棄物の再資源化率（％）
５２.７％
（１０年度）

５３.５％
（１７年度）

温室効果ガス排出量
（炭素換算）（万t／年）

２,１５２
「基準年度」は、京都議
定書と同様、二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒
素は平成２年度、ハイド
ロフルオロカーボン、
パーフルオロカーボン、
六フッ化硫黄は平成７年
度として設定

２,０２３
（２２年度）

Ⅲ

　豊かな森林資源、全国有数の農林水
産業生産力、多様な先端技術の応用可
能性等を有する千葉県のバイオマス有
効利用に向けた優位性を具現化し、競
争力のある産業と豊かな環境が両立す
る「バイオマス立県ちば」を目指しま
す。

102,500 6.2 Ⅲ
バイオマスタウン中核施設の設置箇
所数

０箇所
（１４年度）

１０箇所程度
（２２年度）

4.7 Ⅰ

Ⅱ Ⅱ5.8

一般会計
819,468
企業会計
444,539

　千葉県における産業集積や技術の蓄
積等を十分に生かしながら、環境保全
に資する新たな環境産業の立地促進
や、既存産業における３Ｒ推進等を進
め、環境配慮型の産業活動への転換を
図ることにより、県内産業の活力と可
能性を生かした資源循環型社会づくり
を推進します。

資源循環の推進に向けた啓発活動や情報
交流活動等を通して、県民との連携のも
と、環境配慮物品等の優先的購入や、リサ
イクルのための「分別排出」を促進するな
ど、環境配慮型の生活様式への転換を進
め、県民等との協働による資源循環型社会
づくりを推進します。

30,406

施策16
資源循環型社会づく
りの推進

　天然資源の利用や開発が急
速に拡大した結果として、
様々な環境問題が生じてお
り、県民、事業者、行政など
がそれぞれに当事者となっ
て、大量廃棄型社会から資源
循環型社会への転換を進める
ことが急務となっています。
　特に、県内では、廃棄物最
終処分場の残余容量が逼迫し
ている一方、その設置につい
ては住民合意が得にくいな
ど、最終処分場の確保も難し
い状況にあります。
　こうした中、国では、「循
環型社会形成推進基本法」の
制定など資源循環関連法の整
備を行うとともに、「循環型
社会形成推進基本計画」及び
「バイオマス・ニッポン総合
戦略」を策定し、さらに「環
境立国宣言」を提言するほ
か、教育面から環境保全を支
える法律として「環境の保全
のための意欲の増進及び環境
教育の推進に関する法律」を
制定するなど、資源循環型社
会の形成に資する取組を進め
ています。
　千葉県においても、あらゆ
る施策を環境の視点から見直
す「みどりの変革」を積極的
に進めてきており、平成１４
年１０月には千葉県らしい資
源循環型社会づくりに向けた
ビジョンとなり、新たな生活
様式や事業活動のあり方等に
関する行動指針として、「千
葉県資源循環型社会づくり計
画」を策定したところです。
　このため、千葉県の有する
様々な可能性を生かしなが
ら、環境と経済の両立に留意
しつつ、６００万県民をはじ
め、　　　　ＮＰＯ・ＮＧ
Ｏ、事業者、市町村等ととも
に、資源循環型社会づくりを
進めてまいります。

Ⅰ



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

廃棄物条例及び改正残土条例の厳格な執
行を図るとともに、機動的かつ戦略的な監
視指導体制・監視指導システムの導入、取
締り・告発の強化により、廃棄物・残土の
不適正処理の根絶に努めます。また、建設
廃棄物による不適正処理が後を絶たないこ
とから、建設リサイクル法及び廃棄物処理
法の規制の強化など、適正処理に向けた制
度改善について、国に強く要望していきま
す。

88,916 31.4
Ⅰ
・
Ⅲ
不法投棄量

４３，７９９トン
（１４年度）

前年度より減少させる。
（１６年度）

Ⅱ

　公的関与による産業廃棄物・残土の
利活用の方策を検討・実施し、廃棄物
等の適正処理と有効利用を推進するこ
とによって、環境への負荷の低減と資
源の循環を進めます。

29,110 1.6

Ⅲ

　不法投棄等の不適正処理により、地
下水・河川の汚染、悪臭、火災発生が
懸念されることから、廃棄物の撤去、
汚染防止措置、崩落防止措置等によ
り、生活環境上の支障の除去を行い、
負の遺産による環境への負荷を低減し
ます。

300,000 0.8

Ⅰ
三番瀬の自然環境の再生を図るため、再

生計画を策定するとともに、NPOや住民参
加による三番瀬の情報発信を進めます｡

15,825 9.9 Ⅰ 千葉県三番瀬再生計画の策定 ー

三番瀬の自然環境の再生
を目指し、陸と海との連
続性や生物多様性や環境
の多様性などの回復を図
るため、再生計画を策定
します｡（１６年度）

Ⅱ

　三番瀬の自然再生に必要な継続的な
調査体制の検討を進めるとともに、自
然環境のデータベース構築、市民参加
の継続的な観測･記録調査や再生に係
る模擬実験調査を実施し、三番瀬の自
然環境の再生を支える科学的な知見の
集積を進めます｡

17,226 2.1
順応的な管理による三番瀬の再
生

三番瀬円卓会議等におい
て、再生の目標など再生
の基本的な考え方や、
「干潟･浅海域」、「生態
系・鳥類」など再生のた
めに必要な１１項目の取
り組み、実施に向けて検
討すべき課題の提言など
を内容とする三番瀬再生
計画素案が検討されまし
た｡（１５年）

三番瀬の自然環境の再生
については、順応的な管
理のもと、「生物種や環
境の多様性の回復」など
に留意しながら、県民、
漁業関係者、NPO、国、地
元市などと連携して、自
然再生型の公共事業の導
入を始めとした種々の事
業を進めます｡（１６年
度）

Ⅲ

　自然再生型公共事業の導入を進める
とともに、三番瀬の再生のための具体
的な事業展開に向けた検討を進めま
す｡

50,000 1.1

Ⅳ
　都市型内湾性漁場である三番瀬の
「漁場の再生・維持・管理」に必要な
手法の開発、調査を進めます｡

30,000 1.0

　三番瀬は、アサリ、カニ、
カレイ、ノリなど多様な生物
を育み、水質浄化の機能を果
たし、江戸前の豊かな漁場と
しての古い歴史を持ち、水鳥
類の中継地として重要な位置
を占めるなど、千葉県にとっ
て貴重な東京湾に残された干
潟･浅海域です｡
　また、人々の考え方も、開
発と保全の対立の構図から自
然との共生の実現を目指すも
のに変化し、特に海岸や干
潟、そして湿地などはそこに
育まれる生物とともに貴重な
生態系であり、地球規模での
保全が求められています｡
　このような中で、徹底した
住民参加と情報公開により行
う政策提言型の「千葉モデ
ル」方式による検討を進め、
三番瀬の自然環境の保全と地
域住民が親しめる海の再生を
目指す新たな計画の策定を目
指すこととしております｡

Ⅰ
～
Ⅳ

住民参加による三番瀬の再生の推
進（千葉モデルの推進）

地元住民、漁業関係者、
環境保護団体、県民、学
識経験者、国、県、地元
市等より構成される三番
瀬円卓会議等を公開で
数多く開催し、精力的に
三番瀬再生計画の策定
について検討を行いまし
た｡（１５年）

徹底した住民参加と情報
公開により、（仮称）三番
瀬再生計画の策定や三
番瀬自然再生推進事業
などを行い、三番瀬の再
生を進めます｡（１６年度）

施策18
三番瀬の自然環境の
再生

　大量生産・大量消費・大量
廃棄型の社会から資源循環型
の社会への転換を図り、環境
との共生により、持続的発展
が可能な社会経済システムの
構築を図っていく上で、総合
的な廃棄物・残土対策は特に
重要な課題です。
　このため、廃棄物・残土の
不適正処理の根絶、公的関与
による廃棄物・残土の適正処
理・有効利用の推進、不法投
棄等の不適正箇所における環
境上の支障の除去、廃棄物不
法投棄事犯の取締りの強化等
を図り、廃棄物・残土による
環境への負荷の低減により、
人と自然が共生できる「ふる
さと千葉」を目指します。

Ⅱ

施策17
総合的な廃棄物・残
土対策

産業廃棄物の再資源化率
産業廃棄物の最終処分量

５２．７％
１１６万トン
（１０年度）

５３．５％
７８万トン
（１７年度）



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

森林景観や県民の生活環境の保全を図るた
め，地域協働の視点から里山の保全・整備
及び活用等を促進するとともに，広域緑地
対策として東京湾みどりの回廊構想を推進
します。

26,739 5.7 Ⅰ 里山保全協定の締結
なし
（１４年度）

６０件
（１７年度）

Ⅱ

健全で活力ある森林の創出を図るた
め，計画的に森林整備を行う森林所有
者へ交付金を交付するとともに，造林
やサンブスギ溝腐病対策への助成など
により，二酸化炭素吸収源対策として
の森林整備を推進します。

251,476 3.9 Ⅱ 森林整備地域活動支援面積
２００ha
（１４年度）

７００ha
（１７年度）

Ⅲ

ちばの木の需要拡大を促進するため，
ちばの木による家づくりへの取組に支
援するとともに，ちばの木を活かした
潤いと温もりのある公共　施設を整備
します。

38,500 2.0 Ⅲ 木造公共施設の整備
１施設
（１４年度）

３施設
（１７年度）

Ⅳ

森林を積極的に利用しながら森林を守
り育てる意識を醸成するため，森林環
境教育等の充実を図ります。また，森
林の持つ癒し効果を活用し，県民の健
康づくりなど新たな森林利用を推進し
ます。

23,170 1.3 Ⅳ 教育の森利用回数・利用者数
170回・9，000人
（１４年度）

220回・12，000人
（１７年度）

Ⅴ

県内に広く分布する未利用木質バイオ
マスについて，地域内循環利活用体制
の構築を図るため実用化促進事業を実
施します。

20,650 1.0 Ⅴ
木質バイオマスの利活用
（高性能炭化炉による炭化）

なし
（１４年度）

３，７５０ｍ３
(１８年度)

Ⅵ

地域の特色ある森林資源を活かした農
山村の活性化を地域ぐるみで促進する
ため，活用化計画の策定を支援しま
す。

1,000 0.3 Ⅵ 農山村活性化プランの策定
５地区
（１４年度）

１１地区
（１６年度）

Ⅰ

かずさ、千葉・幕張地域、柏・東葛地域
及び京葉臨海地域を新産業創出の先導的な
拠点として、地域特性に応じた産業クラス
ターの形成を図ります。

3,364,639 12.7 東葛テクノプラザ共同研究数
５２件
（１４年度まで累計）

３０件増加
（１６年度）

Ⅱ

　県内大学や企業等に蓄積された開発
資源と事業化に向けた需要の結びつけ
により企業の新技術開発や新事業の創
出を支援します。また、既存の中小企
業を研究開発型企業に育成するために
必要な技術支援を行います。

393,688 6.4 大学等発ベンチャー起業数 公表されていない。
起業数１５を目指す
（２０年度）

Ⅲ

　21世紀型新産業を担うベンチャー企
業の創出・育成を図るため、創業促進
支援、資金供給の円滑化、販路・市場
開拓支援を行います。

17,796 1.9 特許移転件数
７６件
（１４年度まで累計）

５０件増加
（１６年度）

産業支援技術研究所共同研究件
数

１２件
（１５年度）

１６件増加
（１６年度）

Ⅰ
・
Ⅳ
企業誘致件数

９３件
（１２年～１４年）

３５件
（１６年度）

Ⅳ

　地域の産業資源を強調し、今後の発
展が期待される生物工学（バイオテク
ノロジー）、環境、物流、外資等の新
規成長分野を中心に誘致活動を行うと
ともに、お客様である企業への徹底し
たサービスの向上を図ります。

251,437 32.0

Ⅰ
～
Ⅲ

施策20
２１世紀型新産業へ
の展開

　県土の約３分の１を占める
森林は，水源のかん養，山地
災害の防止，生活環境の保
全，森林浴や野外レクリエー
ションの場，木材生産など多
面的な役割を果たしていま
す。
　みどり豊かな住み良い環境
を守り育てるためには，平成
１５年5月に本県で半世紀ぶ
りに開催された全国植樹祭に
おける，かけがえのないみど
りを次代に確実に引継ぐとい
う開催理念を踏まえ，２１世
紀の森林づくりに向け，森林
の多面的な機能の持続的な発
揮とこれを支える林業・木材
産業の活性化を図るための総
合的な施策を推進していくこ
とが必要です。

Ⅱ
・
Ⅲ

　本県では、臨海部から内陸
部への先端技術産業の導入な
どを通じて、これまで県内産
業の均衡ある発展に努めてき
たところですが、今後は、こ
れを基盤に国際競争力を持つ
２１世紀型新産業の創出･育
成を図り、県内経済の活性化
と産業の持続的な発展に結び
つけていくことが必要です。
　このためには、雇用創出効
果の高く、成長性の高い産業
分野で、大学等の研究機関と
企業が一定の地域に集積し、
競争と協調の下、経済成長に
結びつく技術革新を連続的に
生み出す産業クラスターの形
成・発展が重要です。
　本県においては、かずさＤ
ＮＡ研究所、東京大学柏キャ
ンパス、千葉大学等の知的資
源、石油化学産業・素材型産
業、機械・金属産業等の企業
集積等産業優位性のある地域
において、クラスター化を図
り、その成果を県内産業の振
興に波及させていきます。

施策19
森林の保全と総合利
用



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

　創業・経営革新の促進
　地域経済の活性化と雇用拡大の原動力と
なる中小企業が、機動性と柔軟性を十分に
活かし、自らの強みを発揮し、活性化が図
られるよう、創業・ベンチャー・経営革新
への取組みを積極的に支援します。

2,064,175 4.7 Ⅰ 経営革新支援計画の承認件数
８７件
（１４年度）

１００件
（１６年度）

中小企業振興資金融資額
２，４２０億円
（１４年度）

３，１９５億円
（１６年度）

貸付債権担保証券（ＣＬＯ）に
よる融資額

未実施
（１４年度）

１００億円
（１６年度）

養成修了者の新事業立上げ件数
９件
（１４年度）

新しい企画・取組みを現
状より増加（１６年度）

地域通貨活用商店街数
２件
（１５年度）

４件
（１８年度）

事業プラン提案件数
１５件
（１５年度）

２０件
（１８年度）

Ⅳ

　情報提供･経営相談体制の充実
　中小企業の挑戦的な経営活動を積極
的に支援するため、経営戦略に係る最
新の情報を提供、専門家による経営・
技術相談やビジネスプランづくりなど
について、中小企業支援センターを中
核とした総合的な支援体制により、き
め細かく支援を行います。

80,567 3.2 Ⅳ
窓口相談事業（千葉県産業振興セン
ター等）

１，２００件見込み
（１５年度）

１，３００件
（１６年度）

Ⅰ

大規模化、効率化と併せて、小規模でも
儲かる独自性のある、個性的な経営体を育
成、及び継続的支援を行っていきます。併
せて、時代の要請に合った技術の開発と普
及を行います。

1,030,640 14.8 Ⅰ グレードアップ産地における販売額
３３億６千万円
（１５年３月末現在)

３６億円
（１７年度）

Ⅱ
　消費者とも連携し、地域の特色を生
かした創意工夫による、魅力ある農山
漁村づくりを推進します。

1,867,537 8.2 Ⅱ 構造改革特区認定地区数
１地区
（１５年９月現在)

１０地区
（１９年度）

Ⅲ

　農地の利用について、地域全体で将
来に誇れる計画的な利用ができるよう
支援します。併せて、地域住民の参加
のもとに、投資効果の高い、目的を明
確にした新たな仕組による生産基盤の
整備を推進します。また、水産資源の
適切な管理・増大に向けた漁場整備を
進めます。

9,238,073 43.6 Ⅲ 農地の利用権設定等面積
９，７２８ha
（１５年３月現在)

１０，０２０ha
（１６年度）

Ⅱ

　中小企業金融の円滑化と多様化
　近年の金融環境変化の中で、セーフ
ティネット保証の拡充を図るととも
に、新たな取り組みとして、無担保で
長期の安定的な資金の供給を目指す貸
付債権担保証券（CLO）の仕組みを活
用した市場型間接金融の新たな展開
や、地域再生ファンドの創設等による
中小企業金融の多様化にも取り組みま
す。

108,003,000 3.8 Ⅱ

Ⅲ

　人材育成と連携・協働への取組支援
　企業活力の源泉である人材の育成と
ともに経営資源の少ない中小企業が新
しい製品開発やサービスの向上を目指
して行うさまざまな連携・協働の連絡
調整など積極的な支援を行います。

40,865 13.1 Ⅲ

施策22
国際化に対応した力
強い農林水産業の展
開

　農林水産業を取り巻く情勢
は、生産者の高齢化、担い手
不足、遊休農地の増加、水産
資源の減少、農水産物価格の
低迷、さらにＷＴＯ（世界貿
易機関）交渉の進展による関
税率の引き下げなど、かつて
ない厳しい状況となってお
り、このまま放置すれば生産
者の生産意欲が減退し、つい
には、食料の供給という重要
な役割を果たしている農林水
産業が衰退してしまう恐れが
あります。
　そこで、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
していくことが急務となって
おり、今後ますます強く押し
寄せる国際化の波に対抗でき
る力強い農林水産業を展開し
ていく必要があります。

　景気動向は底入れしたもの
の全体的に弱含みであり、中
小企業を取り巻く経営環境
は、資金調達面を中心に依然
として厳しい状態が続いてい
ます。多様な業態で構成され
る中小企業は、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期待
されています。
　本県が世界でも有数の大都
市圏の一角を占め､巨大な市
場に隣接した位置にあること
と、千葉港及び成田空港とい
うわが国最大の貿易拠点を有
し発展してきた経緯から、県
内中小企業の集積には幾つか
の特徴が表れています。工業
は企業城下町の垂直ネット
ワークに組み込まれた中小企
業の割合は比較的少なく、多
様な水平ネットワークによる
製造活動が行われています。
　商業は、旺盛な消費地に近
いことと近年の地価下落によ
り大型店の進出が全国屈指の
高水準にあり、激しい構造変
化の只中にあります。また，
建設業の構成比が高く民需を
中心にした建設が活発に行わ
れています。
　こうした千葉ならではの特
徴に着目しつつ、活力と意欲
に溢れ、自主自立で挑戦する
中小企業に対し、より適切で
効果的な施策を展開し、その
活性化を図っていきます。

施策21 中小企業等の活性化



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

Ⅰ

成田空港が、日本の空の表玄関として十
分な機能を持つよう、本来計画の２，５０
０メートル平行滑走路の整備を促進しま
す。また、航空機騒音対策を充実し、民営
化する空港との連携による新たな地域づく
りを展開することで、地域と空港の共生を
推進します。

Ⅰ
成田空港における本来計画の2,500
メートル平行滑走路の供用

成田空港旅客数
2,999万人（14年度）

2,500メートル平行滑走路
供用の場合の旅客数予測
4,290万人（20年度）

Ⅱ
　利用しやすい成田空港を実現するた
め、空港への交通を整備・強化しま
す。

Ⅱ 空港への交通の整備
空港・都心間の鉄道所要
時間　平均53分(14年度)

36分 (22年度成田新高速
鉄道整備後)

Ⅲ
　地域経済発展のため、国際物流に関
連する企業の立地を促進し、先端的な
物流機能の一大集積地を実現します。

空港外保税蔵置場（一般
貨物）23社、122,478㎡
（平成15年4月）

空港外保税蔵置場など物
流関連企業施設の増加を
図る。

Ⅳ
　外国人が気軽に訪れ、日常的に国際
交流が行われる、国際空港都市にふさ
わしい地域を目指します。

成田空港取扱貨物量
約203万トン（14年度）

約230万トン（17年度）

Ⅴ
　空港周辺の豊かな自然を守り活かす
ことで、潤いのある生活環境を実現し
ます。

Ⅴ 里山整備と植栽の推進
桜の木の植栽
1,750本（14年度） 1万本（平成23年度）

〈14年度末進捗率(事業費
ベース)〉
・柏北部中央地区
９．２％
・運動公園周辺地区
　　８．０％

＜施行期間＞
両地区とも22年度まで

柏の葉キャンパス駅及び
流山セントラルパーク駅
の駅前広場、駅への連絡
道路等の整備中（15年
度）

17年秋の鉄道開業を踏ま
えた整備を行う。

Ⅱ

 都市再生プロジェクト｢東京圏におけ
るゲノム科学の国際拠点形成｣や新産
業創出特区(構造改革特区)等を活用
し、産学官連携による産業クラスター
の形成促進や新規成長分野を開拓する
関連施策を展開します。

0.1 Ⅱ 東葛テクノプラザ共同研究件数
５２件（14年度末まで累
計）

16年度末までに３０件の
増加を目指します。

Ⅰ 新しい時代を先導する産業拠点づくり 6,000 0.8

Ⅱ
住み、働く人などとともに創り出す快
適でうるおいのあるまちづくりの推進

一般会計
5,000

企業会計
18,800

1.0

Ⅲ
誰もが暮らしやすい幕張ベイタウン事
業の推進

企業会計
1,022,090

5.7

Ⅳ
柔軟な土地活用による拡大地区の整備
推進

3.0

Ⅴ
幕張メッセ機能の拡充・強化と魅力の
向上

219,762 0.9 幕張新都心の活動者数
日々約１１０，０００人
（１４年度）

日々約１４０，０００人
（１７年度）

幕張新都心の居住人口

４０，０００人
（１４年度）

４１，５００人
（１７年度）

１１，８００人
（１４年度）

施策25
複合機能都市「幕張
新都心」の形成

施策24
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

施策23
成田空港とアクセス
整備及び国際空港都
市づくり

　ゆるぎない世界の中の千葉
を創造する上で、成田空港と
その周辺地域が先導役として
果たす役割は極めて大きいも
のがあります。
　このため、成田空港が世界
と日本を結び、さらに世界と
地域を結ぶ空の表玄関として
十分な機能を持ち、明るく開
放的な空港になることを目指
しています。特に平成１６年
４月からは空港公団が民営化
されて新たな事業展開が可能
となり、空港の名称も新東京
国際空港から成田国際空港に
かわることから、より身近で
親しみやすい空港になること
が期待されます。
　また、空港の持つ物流機能
等の特性を最大限に活かして
国際的な産業が活発に　展開
するとともに、国内外から訪
れる人々による多彩な文化交
流が行われることで、空港と
その周辺地域が魅力にあふれ
た「国際空港都市」になるこ
とを目指します。

　本県の産業や国際化を先導
する幕張新都心は、千葉業務
核都市構想に基づく首都機能
の一部を担うとともに、
「職・住・学・遊」の複合機
能を備えた２１世紀にふさわ
しい未来型の国際業務都市の
形成を目指しており、この基
本理念を踏まえ、社会経済情
勢の変化に的確・現実的に対
応した施策を実施し、１７年
度には、就業者、居住者、就
学者、来訪者等を合わせ、
日々約１４万人の人々が活動
する都市を目指すこととして
います。

Ⅰ
～
Ⅴ

２１，５００人
（１７年度）

幕張新都心の就業人口

Ⅰ

沿線の土地区画整理事業
・柏北部中央地区
（２７３ｈａ）
・運動公園周辺地区
　（２３２ｈａ）

　県民一人ひとりがいきいき
と暮らせる千葉県を目指す上
で、良好な都市環境を整備
し、多彩な産業の集積を生か
して新産業・新事業を創出し
経済の活性化を図っていくこ
とは緊急かつ重要な課題で
す。東葛飾北部地域について
は、首都機能の受け皿とし
て、また、広域的な交流・連
携拠点としての役割が期待さ
れており、つくばエクスプレ
ス沿線に業務、商業、文化、
居住等の諸機能が調和をとっ
て配置された魅力ある地域づ
くりを進めるとともに、東京
大学柏キャンパス、千葉大学
柏の葉キャンパス及び東京理
科大学野田キャンパス等の学
術・研究開発機能を生かし
て、２１世紀の新産業創出拠
点の形成を強力に推進してい
く必要があります。

新線沿線においては、地域の文化・風土を
踏まえ、新駅を中心として業務、商業、文
化、居住等の緒機能が調和をとって配置さ
れ質の高いサービスを備えた、自立性の高
い特色あるまちづくりを関係者が一体と
なって計画的かつ段階的に進めます。

9,058,227 6.9 Ⅰ

国際物流関連企業の立地の促進Ⅲ



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）

目標
（目標年）

柱
施策の基本的な考え方

施策
番号

施策推進の指標施　　策　　展　　開

１６年度当初予算
目標項目

達成状況
（年月）

施　策　名
現状

（基準年）
施策の柱

１６年度決算

企業等誘致件数
企業（ベンチャー含む）
１９件（１４年度末）

３６件
（１６年度末）

貸研究施設整備件数
２件
（１４年度末）

６件
（１６年度末）

かずさＤＮＡ研究所の公的研究
資金の導入件数

２件
（１４年度末）

４件
（１６年度末）

かずさＤＮＡ研究所特許権出願
件数

７６件
（１４年度末）

９６件
（１６年度末）

Ⅲ

　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。特
に、居住環境整備については、１５年
度に策定する研究者向け居住施設のモ
デルプランを踏まえた対応を図りま
す。

304,000 2.6 Ⅲ 立地企業の満足度 ―
交通利便性や情報通信基
盤の拡充等により満足度
の向上を図ります。

NPOによる多文化共生モデル事業の
実施

0件
(15年度)

2件
(16年度)

外国籍児童生徒の支援に関する講習
会出席者数

0件
(15年度)

100人
(16年度)

NPOによる国際交流モデル事業の
実施

0件
(15年度)

2件
(16年度)

海外技術研修員受入数
6人
(15年度：国補助あり)

7人
(16年度：県単独実施)

民間国際交流団体数
142団体
(15年度)

180団体
(20年度)

外国語版ニューズレター配信対
象件数

0件
(15年度)

500件
(16年度)

Ⅲ

　成田、幕張、柏、かずさなど、千葉
県の特性を活かした戦略的国際拠点の
整備と併せ、構造改革特区を利用した
国際教育の推進や国際ビジネスの支援
などを進め、国際化に対応した地域の
活性化を図ります。

201,160 8.6 Ⅲ
幕張アジアアカデミー講座実施高校
数

延べ13校
(15年度まで)

延べ33校
(20年度まで)

Ⅰ
組織・機構の再編・整備、民間能力の活

用等により、県行政のスリム化を実現しま
す。

Ⅰ
総務ワークステーションの設置＜内
部事務の集中処理化＞

本庁各部ごとに集中処理
化
（１５年度）

知事部局の本庁及び出先
機関を対象に集中処理化
（１６年度）
全部局（警察本部・小中
学校を除く）を対象に集
中処理化（１８年度）

Ⅱ

　ひらかれた県政と県民参加の推進、
事務事業の評価と見直し、人事システ
ムの転換等により、新しい行政システ
ムを構築します。

Ⅱ 目標チャレンジプログラム

本庁部長級以下各課副課
長・主幹級以上の職員
（約９２０人）を対象に
試行実施（１５年度）

全職員に対象を拡大
（１７年度）

Ⅲ

　歳出の削減に取り組むとともに、税
源充実に向けた検討や未利用県有地の
売却等による歳入の確保などを行うこ
とにより、財政構造の体質強化を図り
ます。

Ⅲ 予算編成システムの見直し
枠配分方式の予算編成の
実施（１６年度当初予算
編成）

予算編成システム（枠配
分方式）の改善・充実
（１７年度当初予算編
成）

Ⅰ

Ⅱ12,452 3.0

　危機的な財政状況を克服し
新しい分権型社会を構築する
ため、県行政の構造改革を行
い、従来の施策拡大型の行政
システムを施策精選型の行政
システムに転換していきま
す。

施策28 県庁経営改革の断行

　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。
　このような中、成田空港や
千葉港を擁する本県の特性を
最大限活かし、あらゆる県民
生活の分野において、世界に
開かれ世界と交流、協力する
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。

Ⅰ

　産業や経済の活性化のみな
らず、環境や食糧、健康など
私たち人類の共通課題を解決
するものとして、新たな知の
創造とその適切な活用が期待
されており、中でも科学技術
が果たす役割がますます重要
となっています。
　こうした中で、かずさアカ
デミアパークは、東京都心や
成田・羽田両空港からの優れ
た交通利便性や恵まれた自然
環境を生かして、国内外から
集まる研究者によって研究活
動が世界規模に展開されるサ
イエンスパークの実現を目指
しており、今後も、国際的な
知の創造拠点として新産業の
創出等を図り、いきいきとし
た県民生活の実現や人類の未
来に貢献する世界の千葉を確
立するために、整備を進めて
いく必要があります。

施策27 国際化の推進

施策26
サイエンス・パーク
「かずさ」の国際的
地位の確立

Ⅱ

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。

　「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。

638,349 4.2Ⅰ

Ⅱ2,582,439 4.2

Ⅰ

Ⅱ

　県自ら様々な分野で世界的な視野に
立った施策展開を行いながら、県民が
主役となった国際交流・国際協力や、
その原動力である人材育成の推進を図
り、世界に貢献し、情報発信する千葉
県づくりを進めます。

外国籍県民に対し、ともに暮らす生活者
の視点から、言葉、教育、医療、情報等、
住みやすい地域づくりの環境整備を進め、
世界に開かれた千葉県づくりを推進しま
す。

20,565 2.4



金額（千円） 人員（人） 金額（千円） 人員（人）
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Ⅰ

積極的な県政情報の公表を推進するとと
もに、県政への透明性を高め、県民への説
明責任を果たすため、情報公開制度や政策
評価制度の改善等に取り組みます。

1,301 13.0 Ⅰ 情報公開制度の充実 改善事項について検討中
情報公開制度の改善を進
めます。

報道機関への発表件数
１，２４５件
（１４年度）

１５年度を上回る目標を
部局ごとに設定します。
（１６年度）

市町村情報の県からの発信 実績値なし
年２回以上
（１６年度）

Ⅲ

　県民の県政運営への参加を促進する
ため、政策立案段階から県民やＮＰＯ
の意見・提案を積極的に求めるととも
に、地域や県民の声のより的確な県政
への反映を図ります。

一般会計
7,033

企業会計
529,054

24.2 Ⅲ 県民からの意見と県の対応の公表 一部公開

県の施策に関するものに
ついて原則公開します。
（１６年度）

Ⅱ

　すべての県民に、わかりやすく県政
情報を伝えるとともに、「千葉からの
『変革と創造』」の実現に向けて、戦
略的な広報活動を推進します。

575,017 16.9 Ⅱ
施策29

県民にひらかれた県
政の実現

　県民が提案し、自ら選択
し、さらに責任と義務を果た
す「21世紀型千葉デモクラ
シー」を実現するためには、
県民に十分に県政情報を知っ
てもらえるように徹底した情
報公開を行い、政策立案段階
から県民意見を県政に的確に
反映していく、県民にひらか
れた県政の実現を図っていく
ことが必要です。


