
次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

拡大 「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進 Ａ 拡大

かずさバイオコンビナートの形成 Ａ 現状維持

京葉臨海コンビナートの国際競争力の強化 Ａ 拡大

環境関連産業の集積による京葉臨海コンビナートの活性化 Ａ 現状維持

東葛北部地域における産学官連携による新産業創出拠点の形成 Ａ 現状維持

産学官連携によるロボット産業をはじめとする新産業の創出 Ａ 拡大

知的資源、産業集積を活かしたIT関連産業の振興 Ａ 拡大

新エネルギー産業の振興 Ｂ 拡大

成長産業をターゲットとした戦略的企業誘致の推進 Ａ 現状維持

外資系企業の誘致と国際ビジネス展開のための環境整備の推進 Ａ 現状維持

特区構想の推進など、企業立地の優位性を高める規制緩和の促進 Ａ 現状維持

新事業創出に向けた起業家育成施設等の整備 Ａ 現状維持

知的財産戦略の推進 Ａ 拡大

技術革新を支援する研究開発資金の提供 Ｂ 現状維持

大学発ベン
チャー企業数
（累計）

Ｂ

特許移転件数
（知的所有権セ
ンターによる移
転）（累計）

Ａ

中小企業元気戦略の構築 Ａ 拡大

市場ニーズを踏まえた戦略的な製品開発力の向上と販路拡大への支援 Ａ 拡大

地域中小企業支援体制の再構築 Ａ 拡大

ものづくり産業の新たな振興 Ａ 拡大

中小企業への迅速な情報提供 Ａ 拡大

県内中小企業の官公需への参入機会の拡大と発注率の向上 Ａ 現状維持

地域経済社会を支える商業の活性化 Ｂ 現状維持

地域生活創造ビジネスの振興と創業支援の充実 Ａ 現状維持

地域通貨の普及促進 Ａ 現状維持

農業における起業･就業の促進 Ａ 拡大

中小企業の技術力を生かした新たな中小企業金融の導入促進 Ｂ 現状維持

企業再生金融の展開 Ａ 現状維持

中小企業の直接金融に向けた取組 Ｂ 現状維持

企業の次世代育成支援対策の取組み促進 Ａ 拡大

女性の再就職支援拠点の整備 Ａ 拡大

女性の就業支援と労働相談への対応 Ａ 現状維持

ちば若者キャリアセンターによる就業支援 Ａ 現状維持

企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進 Ａ 現状維持

若者の働く意欲向上への取組み Ｃ 現状維持

千葉県障害者就業支援キャリアセンターによる就業支援 Ａ 現状維持

障害者の多様なニーズに対応した職業訓練の提供 Ｂ 現状維持

新たな障害者就労の場の開業促進 Ｂ 縮小

ものづくりを支える中核人材の育成 Ａ 拡大

産業人材育成に向けた委託訓練の実施 Ａ 現状維持

シニア世代の人材活用の促進 Ａ 拡大

再就職・キャリアアップ支援機能の拡充 Ａ 現状維持

就業による高齢者の社会参加促進 Ａ 現状維持

Ａ

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

２１世紀の
ちば経済活
性化戦略の
展開

戦略
１

　県民一人ひとりが経済的にも
文化的にも自立した地域づくり
を進める上で、生き生きとした
県民生活を支える経済の活性化
は欠かすことはできません。千
葉県はこれまで、首都圏という
巨大市場に位置する恵まれた立
地条件と空港・港湾をはじめと
した産業基盤の整備、豊かな自
然や文化、などの経済発展のた
めの潜在力を活かして、劇的な
経済発展を経験してきました。
　しかし、２０世紀の右肩上が
りの経済成長は終わりを告げ、
経済のグローバル化が進む今
日、これまでと同様の事業展開
を続ける企業は、新しい時代、
市場のニーズに対応できず、国
内外の厳しい競争を乗り切るこ
とが出来ないような状況を迎え
るなど、県内経済はまさに大き
な転換期を迎えています。
　「企業が地域、国を選ぶ時
代」と言われる厳しい国際競争
のもとでは、環境変化に即応し
ながら、常に強い国際競争力を
維持拡大できる企業群が地域経
済を先導しなければ、地域産業
の空洞化は免れません。また、
地域においては、少子高齢化の
下での人口の停滞・減少傾向や
県民の価値観の多様化の中で、
既存市場の縮小と企業間競争の
激化などの影響を受けて、これ
までの事業展開が厳しい状況に
あります。
　こうした中、本県経済が今後
も持続的な成長を続けるため
に、これまでに蓄積されてきた
様々な産業や都市基盤などの豊
富な資源を最大限活かしなが
ら、産･学･官･民のちからを結
集して、県内企業の生き残りを
かけた果敢な挑戦を支援すると
ともに、県民一人ひとりに応じ
た生き方、働き方を支援し、地
域の活性化や県民の生活の豊か
さを生みだしていきます。

重点事業
達成
度

地域求職活動援
助計画対象地域
内の有効求人倍
率

　県民がもてる能力を最大限に発揮
し、多様な価値観の自己実現と地域
の活性化への取組を強化できるよう
な環境づくりを進めるため、求職と
求人の不適合の解消に向けた就業支
援、仕事と子育てを両立する働き方
や意欲と能力に応じた多様な働き方
の実現などに総合的に取り組みま
す。これにより、若者、障害者、女
性、高齢者をはじめとした県民の必
要に応じて、適切な職業訓練も取り
入れたきめ細かな就業支援機能を強
化し、県民の多様な生き方働き方を
支えていきます。また、キャリア教
育の総合的推進や産業界のニーズ
（需要）に対応した職業訓練の実施
などにより、本県経済の未来を支え
る産業人材の育成に取り組みます。

企業における障
害者雇用率

Ａ

「草の根福祉推
進型」商店街活
性化モデル事
業・事業数

地域生活創造ビ
ジネス・ビジネ
スモデル構築数

　地域社会の主要な担い手として大
きな役割を果たしてきた地域中小企
業の中核事業の再生や新分野進出な
ど、果敢な挑戦を促すための総合的
な支援を進めるとともに、地域経済
を支える商業の活性化や、地域の課
題解決やニーズ（需要）へのきめ細
かい対応を可能とする新たな地域生
活産業の創出、育成を図るなど、地
域の中で、地域と共に生きる中小企
業を幅広く支援し、地域を支える多
様な産業の活性化を図ります。この
ために中小企業振興の中長期的な戦
略（中小企業元気条例（仮称）等）
を構築します。

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ａ

　地域経済の空洞化を防ぎながら、
地域の産業集積を維持発展させるた
め、今後の本県経済の牽引役とし
て、世界をリード（先導）する技術
を有し、強い国際競争力を持った産
業群や、健康福祉医療関連分野、環
境・エネルギー関連分野など、社会
的な需要の高まりの中で、市場規模
の大きな成長が期待できる成長分野
に対応する新たな企業群の育成によ
り、すそ野の広い地域産業集積の形
成を促進し、地域の特性を生かした
自立性の高い地域経済を育成しま
す。

ソフト系ＩＴ産
業事業所数

完全失業率

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

Ａ

Ｂ

２　０　０　５　年　ア　ク　シ　ョ　ン　プ　ラ　ン　事　後　評　価　結　果　一　覧　表

事業所開業率
ＤＮＡ研究所の
特許等出願件数
（累計）

県内への企業
立地件数

京葉臨海地域に
おける新たな進
出企業数

－

Ａ

２１世紀のちば経済活性化
戦略の展開に向けて順調に
進んでいます。この理由と
して、①県内への企業立地
件数が前年度より70%増加
したこと、②製造品出荷額
が３.３％増加したこと、
③完全失業率は上昇したも
のの４％台前半の水準にあ
り、雇用情勢が改善しつつ
あることなどが挙げられま
す。

Ｂ

製造品出荷額

資料　２
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 観光立県千葉モデルの推進 Ａ 拡大

新しい観光資源の創出 Ａ 拡大

健康ちば旅倶楽部（CLUB CHIBA）の推進 Ｃ

こだわりともてなしの千葉の食づくり Ａ 現状維持

体験王国「ふさの国」づくり Ａ 拡大

観光基盤施設の整備 Ａ 現状維持

観光ボランティアガイドの育成 Ａ 現状維持

くつろぎと安らぎの宿の育成 Ａ 現状維持

誰もが訪れやすい観光地づくりの促進 Ａ 現状維持

観光地アクセス環境の改善 Ａ 休止・廃止

観光立県全国キャンペーンの展開 Ａ 拡大

国際観光の推進 Ａ 拡大

千葉から観光マルチ情報発信 Ａ 拡大

ふさの国観光みらい塾 Ａ 現状維持

観光統計の整備 Ｂ 現状維持

観光関連産業への総合的な支援体制の整備 Ａ 現状維持

観光事業者向けの資金融資 Ａ 現状維持

戦略
２
観光立県千
葉の実現

　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。
（１）ちばの魅力（ちから）を発信
する観光地づくり
（２）「観光立県千葉の実現」を支
える観光基盤の形成

　観光産業を千葉県産業の一翼を担
う成長産業として育成するため、経
営アドバイスや人材育成など支援体
制づくりを進めます。
（１）観光産業を担う人材の育成
（２）特色ある観光産業育成への支
援

Ｂ

Ａ

　千葉県は、首都圏にあって成
田空港や千葉港を擁する優位性
や温暖な気候と豊かな自然、新
鮮でおいしい海の幸や山の幸、
古くからの歴史や文化など多種
多様な観光資源を有していま
す。
　また、観光は裾野の広い産業
として、地域経済の活性化や雇
用の創出を促すなど経済への波
及効果が大きいばかりでなく、
人の交流が地域に活力を与え、
地域の新しい文化の創造に寄与
するものです。
　そこで、観光関係団体、観光
関連企業、市町村等で構成する
観光立県ちば推進協議会が中心
となり、２１世紀型の新しい観
光需要に的確に対応し、千葉県
の可能性を最大限に発揮できる
中長期的な観光戦略として「観
光立県ちば推進ビジョン」を策
定し、全県を挙げて観光振興に
取り組むこととしました。
　本ビジョンでは、｢住む人
も、訪れる人も和み、元気にな
れる“花と海の故郷ちば”｣を
将来像として、「花と海に包ま
れたあったか千葉づくり」、
「旬を満喫・グルメな千葉づく
り」、「リフレッシュ＆健康の
千葉づくり」を基本テーマとし
て観光振興に取り組むこととし
ています。
　この将来像の実現に向けて、
来訪者、地域づくり及び産業育
成の３つの視点に立ち、千葉県
のもつ観光面での強みや魅力を
最大限に活用し､首都圏民等へ
ちばの魅力を発信していく施策
や、交通や人づくりなど２１世
紀の観光基盤を形成していく施
策を展開するとともに、これら
の施策が相乗効果を発揮するよ
う全県的な総合的プロモーショ
ン活動や先導的な観光地づく
り、新たな観光産業育成などの
施策を観光関係団体、観光関連
企業、市町村等と連携して、展
開していきます。
　また、千葉県の自然・歴史を
生かしつつ、国際的にも通用す
るリゾート・学園・芸術等の機
能を持つ地域を形成するととも
に、それぞれの観光地にふさわ
しい居住空間の整備を促進し、
多様な交流の中で住民自らが愛
着の持てるような地域づくりを
進めます。

Ａ

Ｃ

Ａ

　千葉県の多彩な魅力を広く理解し
てもらうため、国内外で各種プロ
モーション活動を観光事業者と協働
しながら、積極的に展開していきま
す。

Ａ

健康ちば旅倶楽
部（ＣＬＵＢ
ＣＨＩＢＡ）会
員数

観光立県千葉モ
デル推進事業地
域選定数（累
計）

観光客入込数 －

観光立県千葉の実現に向け
て順調に進んでいます。
この理由としては、観光立
県千葉モデル推進事業によ
る地域主体の観光地づくり
への支援の拡大、本県に潜
在する多彩な観光資源の掘
り起こしや新たな観光資源
の活用の推進など、ちばの
魅力を発信する観光地づく
りが着実に実施されている
こと、観光地アクセス環境
改善に向けた実証実験、各
種観光人材の育成など観光
基盤形成のための事業の推
進が図られていることなど
が挙げられます。
また、平成19年2月から4月
まで実施される国内最大規
模の観光キャンペーン「ち
ばデスティネーションキャ
ンペーン」に向け、県、市
町村、観光事業者、交通事
業者などが一体となったプ
ロモーション活動や外客誘
致のためのインバウンドツ
アーの実施など、観光地千
葉の積極的なＰＲ活動を行
なうこともできました。

経営アドバイ
ザー等の派遣数

おもてなしの
リーダー育成研
修参加者数

観光キャラバン
隊の派遣数

県観光ホーム
ページアクセス
件数（累計）
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

安心安全を基本とした創意工夫による個性豊かな産地の育成 Ａ 現状維持

ちばエコ農産物産地拡大運動の展開 Ａ 拡大

農業の雇用の促進、新規参入の促進、民間の活用 Ａ 現状維持

新たな事業の創生、食品産業の参入・連携強化 Ａ 現状維持

「味の交差点」の構築 Ａ 現状維持

「地魚一番in千葉」の展開 Ａ 拡大

消費地への水産物直送体制の推進 Ａ 縮小

「千葉の海」をまるごと満喫【再掲】 Ａ 現状維持

養殖魚ブランド化の推進 Ａ 拡大

千産千消ネットワークの構築と「千葉ブランド」の定着促進 Ａ 現状維持

千産全消の推進 Ａ 現状維持

農産物の輸出 Ａ 現状維持

ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト Ａ 現状維持

食の安全・安心体制の充実 Ａ 現状維持

Ａ

現状維
持

戦略
３

日本一の安
心農林水産
物「千葉ブ
ランド」の
確立

　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、全国第２位の農業産出額を
有する農業県として、また、全
国有数の水産県として大きな役
割を果たしてきました。
　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ＷＴ
Ｏ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、千葉県では、県民の
食への不安を払拭し、県民の命
と幸せを守る「食」と「農」の
総合的・戦略的な取組として、
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。

「千葉ブランド」を保証する「生産記帳運動」と農産物生産・流通履
歴管理（トレーサビリティ）の推進

Ａ 縮小

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

ちばエコ農業産
地指定

Ａ

Ａ

Ａ

ちばエコ農産物
販売協力店（累
計）

　新鮮でおいしく、安全、安心な食
材豊富な千葉県に育った喜びと健康
を実感できるよう、安全、安心のた
めの推進体制を整備するとともに、
自ら「食」について考え、健全な食
生活を身に付ける食育を推進しま
す。

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

ちばエコ農産物
品目数

食品販売店等に
おける食品品質
適正表示率

学校給食の旬の
県産品使用割合

ちば食育ボラン
テイアの活動報
告数

海外における常
設販売ルートの
開拓

海面漁業・養
殖業生産量

ちばエコ農産
物栽培面積

　農業者の英知を結集し、創意工夫
により、安心農産物の象徴である
「ちばエコ農産物」の生産面積の拡
大を目指していきます。また、「千
葉ブランド」の安定的な生産を目指
した農家の技術向上の支援と担い手
の育成を行うことにより、個性豊か
な産地を形成していきます。

　活きが良く、おいしい千葉のさか
なを安定的に供給し、消費者が安心
と信頼を持って購入することのでき
る「千葉のさかなのブランド」を作
り上げていきます。

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｣を確立に向けて
概ね順調に進んでいますが、
ＷＴＯやＦＴＡ交渉等の進展
に伴う輸入農林水産物の増加
や国内外の産地間競争の激
化、担い手の高齢化と減少、
県民の食への不安・健康志向
の高まり、さらには「ちばエ
コ農産物」の需要の増大な
ど、早急に解決しなければな
らない多くの課題が残されて
おり、関係機関との連携を十
分にとりながら施策を推進し
ていくことが必要です。
また、千葉ブランドの象徴で
もある「ちばエコ農産物」に
ついては、消費・小売サイド
からの需要数量の確保ができ
ていない、生産サイドからは
生産費・労力面でコスト高と
なってしまうが市場評価の面
で差別化が図られない等の課
題が残されています。

－

－

Ｂ

　様々な流通経路の整備を行い、県
内の消費者が欲しい時に誰でもどこ
でも「千葉ブランド」を購入するこ
とができる「千産千消」に向けた体
制を整えていくとともに、学校給食
における県産品使用を増やしていき
ます。さらに、全国の消費者に県産
品を自信をもって提供する「千産全
消」を進めていきます。

農業産出額
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 モデル事業実施市町村支援事業 Ａ 休止・廃止

小型ＩＴ機器活用健康づくり事業 Ｂ 休止・廃止

健康生活コーディネート個別提示事業 Ｂ 現状維持

健康生活コーディネート事業の民間展開モデル事業 Ａ 現状維持

健康生活コーディネートプログラム開発事業 Ｂ 休止・廃止

健康情報データシステム構築事業 Ｂ 現状維持

健康生活コーディネーター育成事業 Ｂ 現状維持

健康づくり評価・分析事業 Ａ 現状維持

健康づくりふるさとちば普及啓発事業 Ａ 現状維持

千葉県型介護予防モデル開発事業 Ａ 現状維持

産学連携による新たな健康づくり事業化支援事業 Ａ 拡大

健康ちば旅倶楽部（CLUB CHIBA）の推進 Ｃ

健康と癒しの森／障害児・者への森林療法効果測定事業 Ａ 縮小

戦略
４

「健康づく
りふるさと
構想」の推
進

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

　県民が質の高い健康サービスを享
受できるようにするとともに、健康
サービス産業の育成を通じて地域経
済の活性化を図るため、県内の大学
等と民間企業との連携による新たな
健康づくりの事業化を促進します。

産学連携による
新たな健康づく
り事業化支援事
業数

　県内の豊かな自然を活用し、健康
づくり観光を首都圏をはじめ全国の
方々に提供するとともに、森林を活
用した健康増進プログラムや障害者
への森林療法プログラムを開発しま
す。

健康ちば旅倶楽
部（ＣＬＵＢ
ＣＨＩＢＡ）会
員数

健康生活コー
ディネートプロ
グラム参加者数

健康生活コー
ディネーターの
育成数

　健康生活コーディネート事業の対
象を要支援・要介護（軽度）者に拡
大するため、16年度に開発した健康
生活コーディネートプログラムを活
用して、千葉県独自の介護予防モデ
ルを開発します。

千葉県型介護予
防モデル事業参
加数

　高齢社会を迎えた今日、健康
であることは、すべての人の願
いであり、県民一人ひとりの幸
福な人生を実現するための基本
です。そして、いつまでもその
人なりに元気で暮らせること
を、県民誰もが願っています。
　また、健康づくりは、個人が
幸福な人生をおくる上で必要な
だけでなく、地域社会の活性化
にとっても重要です。健康であ
ることが、社会貢献に繋がり、
地域社会の活力の向上につなが
ることから、社会全体で健康状
態や生活習慣など個人の具体的
な状況に応じた健康づくりを支
援していくことが大切です。
　千葉県では、従来の集団を対
象にした健康づくりの殻を破
り、県民一人ひとりに合わせた
健康づくりを支援するため、全
国に先駆けた新たな健康づくり
の枠組みを構築する「健康づく
りふるさと構想」を推進してい
ます。
　その中核的事業として、県民
一人ひとりに対しきめ細かな対
応が出来る「健康生活コーディ
ネートプログラム」を民間と協
働して構築し、生活習慣病や寝
たきり予防のため、科学的根拠
に基づく個人別の健康づくりプ
ランを提案しています。
　さらに、健康志向の高まりを
背景とする、県民の多様な健康
づくりに対するニーズに応える
新たな健康サービス産業の振興
や、県内の豊かな自然環境を健
康づくりの場として活用するこ
となどにより、県民の健康度の
向上を目指します。

成人の肥満者
（ＢＭＩ≧２
５．０）の割
合

Ｃ

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

Ａ

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、成人男性の肥満者の割
合は低下していますが、中
年女性の肥満者の割合は増
えていることから、今後も
市町村や民間企業と連携し
つつ、健康づくりを推進
し、施策目標の達成を目指
します。

　健康生活コーディネート事業の全
県的な展開を進めるため、モデル市
町村において継続的に事業の評価・
分析を行い、健康生活コーディネー
トプログラムや運営方法の改善を図
ります。さらに、民間事業者等との
協働による事業の展開を図ります。
また、事業実施の中心となる健康生
活コーディネーターの育成を強化
し、全県的展開に必要な人員の確保
を図ります。
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 安全安心まちづくり推進事業 Ａ 拡大

安全安心まちづくりシンポジウム開催事業 Ａ 拡大

犯罪発生情報等の提供事業

防犯講話等による自主防犯活動の促進事業

安全安心まちづくり推進体制の整備運営事業 Ａ 拡大
安全安心まちづくり自主力（みんなのちから）防犯対策支援事業 Ｃ 拡大
自主防犯団体の施設等に対する支援事業

地域安全活動指導員による安全・安心まちづくり推進事業

（仮称）菜の花ユニバースによる防犯対策事業

地域安全リーダーパワーアップ事業

犯人逮捕など県民の模範と認められる者に対する賞揚

犯罪の防止に配慮した街路事業 Ａ 現状維持

犯罪の防止に配慮した県立都市公園の管理・整備事業 Ａ 現状維持

県営住宅の防犯に配慮した改善工事事業 Ａ 現状維持

街頭緊急通報システム整備事業（スーパー防犯灯の設置と維持管理）

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 Ｂ 拡大
防犯教室推進事業 Ａ 現状維持

子ども緊急通報装置を活用した子どもの安全確保の推進

被害者支援活動の促進事業 Ａ 拡大

ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進 Ａ 拡大

ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業 Ｂ 拡大

暴力根絶促進事業 Ａ 現状維持

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

児童虐待防止に向けた啓発・研修事業 Ａ 拡大

防犯に配慮した道路、公園、駐車場、住宅等の構造、設備に関する指
針の普及事業

Ｂ 拡大

学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備
及び管理に関する指針の普及事業

Ａ 現状維持

　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
よう取組みます。

安全・安心
な生活空間
づくり

戦略
５

Ａ

Ａ

　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。

市町村等と連携
した防犯キャン
ペーンの実施数

地域防犯情報セ
ンターの数

住民防犯パト
ロール隊の数

街頭緊急通報シ
ステム（スー
パー防犯灯）の
設置個所数

刑法犯に占める
２０歳未満の被
害者の人数

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

刑法犯認知件
数

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。
刑法犯認知件数が減少して
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
を超える県民の方々が日々
防犯活動に参加するように
なったこと、警察官の増員
などが考えられます。

　県民一人ひとりの防犯に対する意
識啓発を促進し、犯罪被害に遭わな
いための施策を推進します。

　市町村、地域住民、自治会及び事
業者等との連携・協働により､良好
な地域コミュニティづくりを推進し
ます。

　犯罪の防止に配慮した道路、公
園、駐車場、住宅等の構造、設備に
関する指針に基づきその普及に努め
ます。

　犯罪の被害に遭いやすい子どもた
ちの安全確保に努めます。

5



次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 県営住宅を活用した新たな地域づくりモデル事業 Ａ 現状維持

建築物におけるユニバーサルデザインの推進 Ａ 現状維持

新しいタイプのグループホームの設置・支援モデル事業 Ｂ 拡大

障害者に対する差別をなくし、より一層の社会参加を促進する事業 Ａ 拡大

子どもの人権及び子どもの参画の検討 Ａ 現状維持

障害児タイムケア事業 Ｂ 拡大

みんなで支える子どもの成長推進事業 Ｂ 現状維持

学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業 Ａ 現状維持

まっ白い広場（冒険広場）づくりモデル事業 Ｂ 現状維持

新たな地域福祉像の実現支援事業 Ａ 現状維持

地域生活創造ビジネスの振興 Ａ 現状維持

「草の根福祉推進型」商店街活性化モデル事業 Ｂ 現状維持

福祉作業所等の機能を強化する事業 Ａ 現状維持

中核地域生活支援センターの機能強化モデル事業 Ａ 現状維持

子育て応援人材バンクづくり支援事業 Ａ 拡大

子育て相談・情報提供事業 Ｂ 拡大

地域福祉を支える人材を養成する事業 Ａ 現状維持

「誰でもわかる」福祉サービス第三者評価モデル事業 Ａ 拡大

県民が変革を実感できる住民・市町村・県協働による地域づくり事業 Ｃ 現状維持

合併市町村との先駆的モデル事業の協働実施 Ａ 拡大

地域が主体となった課題対応型のモデル的取組促進事業 Ａ 拡大

みんなで
つくる新
しい地域
社会 精神障害者の地域社会への移行モデル事業（マディソンモデル活用事

業）
Ａ 拡大

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

重度重複障害者
等のグループ
ホームの箇所数

県営住宅を活用
した新たな地域
づくりモデルの
立ち上げ

地域福祉を支え
る人材養成数

地域総合コー
ディネーター研
修修了者数

地域密着型の在
宅支援型の新た
なサービスを創
出する星数事業
所数

グループホーム
等を支援する支
援ワーカーの配
置人数

戦略
６

　少子高齢化が進んでいる中、
過疎高齢化問題、活気あるまち
づくり、人と人とのつながりの
希薄化など、地域は様々な問題
を抱えています。
　また、国と地方との関係は、
画一的で硬直的な中央集権か
ら、基礎自治体である市町村を
中心に、地域において多様な行
政サービスを可能とする地方分
権の時代へと移りつつあり、
「地域の自立」が叫ばれていま
す。
　しかし、高度経済成長の時代
が終わり、人々の価値観が多様
化する中で、行政だけでは、住
民の多様なニーズに対応するこ
とが限界にきているなど、これ
までの、既存組織や制度に依存
した手法のままでは、社会の閉
塞感を打破できません。
　これからの地域の未来は、人
と人とのつながりによって、県
民各層の方々がお互いに色々な
アイディアを出し、地域の中で
楽しみ、汗をかきながら、新し
い価値を創造していくことがと
ても重要なことです。
　そのため、市町村と連携し、
これまで県民の方々と共に考え
てきた福祉分野での取組を実行
しつつ、その流れを、農業、経
済、教育など地域づくり全般に
広げていきながら、地域の問題
は地域自らが決定し、行動して
いくという地方分権型社会の実
現を目指します。

「みんなでつくる新しい地
域社会」の実現に向けて、
順調に進んでいます。
生活圏を単位としたタウン
ミーティングが、当初目標
を上回る延べ130回開催す
ることができことなど、一
定の成果を挙げることがで
きました。また、県内各地
域で、地域の問題は地域で
考えていくという趣旨のも
と、地域の住民が主体と
なって、次世代育成や農業
分野などで、個別の地域課
題の解決に向けた取組が行
われました。

新しい住まいの場・生活の場・子育
ての場の確保
　地域のニーズに応じて、地域の誰
もが「あるがままに・活き活き」と
生活できる場づくりを進めるととも
に、道路、建築物のバリアフリー
化、障害者等に対する差別をなくす
ための施策を進めます。

サービス供給、就労支援、経済再生
の一石三鳥を達成
　地域における活力の維持とコミュ
ニティの再生の観点から、①地域
ニーズに応じて、②身近な地域で働
くことができ、③地域を支え、変革
していくビジネスが息づく、「一石
三鳥」の地域づくりを目指します。

総合コーディネート機能等の充実
　「福祉」と「まちづくり」や「経
済」の融合を進める基盤として、県
民、市町村、企業、住民活動団体・
ＮＰＯなど地域の様々な方々と共
に、地域内のニーズとサービスの
コーディネートや評価、人材育成な
どに取り組みます。

地域の自発的取組による地域力の向
上
　地域の中で（県民、市町村、企
業、住民活動団体・ＮＰＯ等）全て
の人が能力を発揮し、調和しなが
ら、生活できるよう、地域が真に自
立した新しい取組が活発に行われる
地域社会の実現とそのためのシステ
ムづくりを後押しします。 小域福祉フォー

ラムの設置支援
数

県と市町村が関
わった生活圏タ
ウンミーティン
グの数

「誰でもわか
る」福祉サービ
ス第三者評価モ
デル事業

地域づくりへ
の参画

Ａ

地域社会活動
への参加

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 合併推進構想の策定検討 Ａ 拡大
市町村合併促進事業 Ａ 現状維持

法定合併協議会への人的支援 Ａ 縮小
市町村合併支援補助金 Ａ 休止・廃止

市町村合併支援本部による全庁的な取組 Ａ 拡大

新市町スタートアップ支援事業 Ａ 現状維持

合併市町との先駆的モデル事業の協働実施 Ａ 拡大

新たな業務運営や各種計画作りへの積極的な支援 Ａ 現状維持

ふさのくに合併支援交付金 Ａ 現状維持

一部事務組合、公共的団体の再編・統合の支援 Ａ 現状維持

市町村総合支援連絡会議による全庁的な取組 Ａ 現状維持

分権新時代・市町村総合補助金 Ａ 休止・廃止

市町村振興資金の貸付 Ａ 現状維持

税務事務に従事する職員の県・市町村相互交流の推進 Ａ 現状維持

市町村の政策法務への支援 Ａ 現状維持

地域づくりサポーター（支援者）出前事業 Ａ 現状維持

（仮称）自治体新政策交流会議 Ａ 現状維持

市町村への権限移譲の推進 Ａ 現状維持

地方分権の推進（分権推進事業） Ｂ 現状維持

　真の地方分権社会を実現する
ためには、住民に最も身近な基
礎自治体である市町村が、住
民、民間企業、住民活動団体、
ＮＰＯなど多様な主体と連携・
分担しながら、独自性・個性を
発揮したまちづくりを進めてい
くことが重要です。
　そこで、県は、将来の千葉県
の自治の姿を形づくるという認
識に立ち、地方分権時代にふさ
わしい自立性の高い市町村の形
成を進め、全庁横断的な体制に
より市町村を総合的に支援しま
す。

分権型社会
を支える市
町村への総
合的支援

1 分権型社会を支える自立性の
高い市町村の形成を進めるた
めの総合的支援を適切に実施
しました。
市町村を取り巻く財政環境
は、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、
非常に厳しい状況にありま
す。
このような中で、分権型社会
における市町村は、以下のよ
うな要請を満たす必要があり
ます。
・ 市町村は住民に最も身近な
基礎自治体として、住民の
ニーズを敏感に感じ取り、住
民、民間企業、住民活動団
体・ＮＰＯなど多様な主体と
連携・分担しながら、地域で
本当に必要とされている政策
を立案・実行する総合行政を
展開していく必要がある。
・ これからの市町村には、財
政面の自立だけでなく、職員
の意識改革や高度化する行政
事務に的確に対応できる政策
形成・法務能力に富む専門的
な職員の育成など、政策面の
自立も求められている。

上記のような観点を併せ、将
来の千葉県の自治の姿を形づ
くるという認識に立ち、地方
分権時代にふさわしい自立性
の高い市町村の形成を進める
ため、全庁横断的な体制によ
り、市町村が自主的・創造的
な行政運営を展開するための
各種の支援や合併市町村と協
働で新市町の体制づくりに取
り組むなど、市町村を総合的
に支援してきました。
市町村が適切な解決策を講じ
られるように各種の支援を
行ってきました。結果とし
て、普通会計決算の実質収支
赤字団体をださないことがで
きる見込みです。

　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市町村合
併を促進します。

　合併した市町村が、速やかに一体
的なまちづくりに取り組めるよう、
合併市町村と協働で新市の体制づく
りなどに取り組みます。

　市町村が自主的・創造的な行政運
営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。

市町村合併の
件数

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
市町村合併に関
するホームペー
ジアクセス件数

新市町スタート
アップ支援件数

（仮称）自治体
新政策交流会議
の実施回数

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
政策法務研修実
施回数

権限移譲の事務
数

Ａ

　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。
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

県内の市町村数は、平成１７
年度、８件の市町村合併によ
り、平成１８年３月末には、
５６市町村（３６市１７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。
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 子育て県民基金の設立の検討事業 Ａ 拡大

子育て地域力強化モデル事業 Ａ 拡大

子育て相談・情報提供事業 Ａ 拡大

子育て応援人材バンクづくり支援事業 Ａ 拡大

地域の教育力の活用の促進事業 Ａ 現状維持

地域子育て支援センターの整備を促進する事業 Ａ 拡大

私立幼稚園における子育て支援の充実 Ａ 現状維持

子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業 Ｂ 拡大

小規模放課後児童クラブ補助・ガイドライン策定検討事業 Ａ 現状維持

私立学校経常費補助の実施 Ａ 現状維持

小児・周産期医療を整備・充実する事業 Ａ 現状維持

カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業 Ａ 現状維持

中学生・高校生のための健康づくりピア相談 Ａ 現状維持

学校施設の開放を推進する事業 Ａ 拡大

学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業 Ａ 現状維持

小学校から始めるキャリア教育の推進 Ａ 拡大

ちば若者キャリアセンターによる就業支援 Ａ 現状維持

企業実習や職場体験をとおした若年者就業支援 Ａ 現状維持

みんなで支える子どもの成長推進事業 Ａ 拡大

障害児タイムケア事業 Ｂ 拡大

まっ白い広場（プレーパーク）づくりモデル事業 Ｂ 現状維持

女性の再就職支援拠点の整備 Ａ 拡大

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

児童虐待防止に向けた啓発・研修事業 Ａ 拡大

子どもの人権及び子どもの参画を検討 Ｂ 現状維持
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

拡大
企業の次世代育成支援対策の取組み促進（”社員いきいき！元気な会
社”推進事業）

Ａ

Ｂ

　「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。
　「子ども・若者」について
は、子どもの視点を重視し、子
どもが社会の一員として尊重さ
れ、生まれてよかったと思える
社会の実現を目指すとともに、
子どもが心身ともに健やかに育
ち、自立した若者へ成長できる
よう、食育の推進をはじめとし
て乳幼児期からの子どもの健康
の増進や子どもの生きる力を育
む教育の推進、若者の就労支援
などの施策を推進します。
　「親」については、男性の育
児休暇の取得促進等男女がとも
に仕事と生活のバランスの取れ
た働き方ができるよう見直すと
ともに、出産後に再就職を希望
する女性への支援など、誰もが
安心して子どもを生み育てられ
るような社会環境づくりや多様
な生き方が可能な地域社会の実
現を目指して、事業所における
次世代育成支援対策の取組みの
促進などの施策を進めます。
　「地域」については、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。以上のような次世代育成支
援対策を推進するため、その中
心的役割を担う市町村に対し、
市町村長等を対象としたトップ
セミナーを開催するなど、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

2

小域福祉
フォーラムの
設置数（累
計）

Ｃ

「次世代育成支援対策の推
進」の達成に向けて概ね順
調に進んでいます
Ⅰ　子育ての地域強化力の
強化
　地域子育て支援センター
が３９か所、放課後児童ク
ラブが２７か所増加するな
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。
Ⅱ　こどもたちの心と体の
健やかな成長と自立した若
者への成長
・総合周産期母子医療セン
ターが開設したことによ
り、周産期医療体制の充実
が図られました。
　・日本版デュアルシステ
ム訓練事業委託訓練型にお
いて、情報ビジネス科で就
職率８１．８％、パソコン
案＆ネットワークビジネス
科では、入校率１２５％を
達成しました。
・地域小規模児童養護施設
を富浦学園に設置しまし
た。
Ⅲ　子どもの遊び場、交流
の場の充実
　四街道市及び銚子市に
まっ白い広場を１か所づつ
設置しました。
Ⅳ　仕事と家庭の両立や働
き方の見直し
企業経営アドバイザーを２
９名養成しました。
Ⅴ　子どもへの虐待を防
止、子どもの社会的養護の
充実
・児童虐待防止ネットワー
クの設置市町村数は、前年
度比で６か所の増でした
が、平成１７年度は１４か
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２２９
組で、目標の２３８組をほ
ぼ達成（９６％）しまし
た。

　子育ての地域力を強化します。

　子どもの遊び場、交流の場の充実
を図ります。

　子どもへの虐待を防止し、子ども
の権利を守ります。

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。）

放課後児童クラ
ブ設置数

総合周産期母子
医療センターの
設置数

　子どもたちの心と体の健やかな成
長と自立した若者への成長を応援し
ます。

地域小規模養護
施設の設置数

まっ白い広場
（プレーパー
ク）設置数

　仕事と家庭の両立や働き方の見直
しを進めます。

企業における両
立支援アドバイ
ザー数

日本版デュアル
システム訓練事
業による就職率

児童虐待防止市
町村ネットワー
ク実施市町村数
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

市町村支援の強化 Ａ 現状維持

民間団体等への支援・連携 Ａ 現状維持

女性センターの機能拡充 Ａ 現状維持

ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進 Ａ 拡大

ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業 Ｂ 拡大

暴力根絶促進事業 Ａ 現状維持

事業所における男女共同参画の促進 Ａ 拡大

政策・方針決定の場への参画促進 Ａ 現状維持

農山漁村女性起業の躍進 Ａ 休止・廃止

現状維
持

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｃ

－

Ａ

次期「千葉県男女共同参画計画」・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基
本計画（仮称）」の策定

Ｂ 大幅に縮小

ＤＶに対する認
識

民間ＤＶ被害者
支援活動団体数

県が関与するＤ
Ｖ被害者支援に
関する研修の受
講者数

男女共同参
画社会の実
現

　我が国の総人口は平成
18(2006)年をピークに減少する
と見込まれており、世界にも類
を見ないスピードで少子・高齢
化が進むなど、社会情勢が急速
に変化しています。
　このような中で、経済社会の
持続可能な発展のため、また次
世代の健全育成のためにも、男
女が安心して子どもを産み育
て、家族としての責任を果たす
ことができる社会の形成に向け
て、家庭と仕事の両立、多様な
働き方の実現を支援していくこ
とが、特に重要です。
　一方、高齢者が、いきいきと
安心して暮らせる地域社会を築
いていくためには、年齢にとら
われずに社会参画できる環境を
整備することや、男女の身体的
特性等に配慮しながら、誰もが
生涯を通じて健康な生活を送る
ことができるように支援してい
くこと等が求められます。
　これらの課題に対応していく
上で、男女が共に様々な活動に
参画し、地域社会に貢献するこ
とが重要なかぎとなります。
　真の地方自治の実現に向けて
県民一人ひとりがいきいきと暮
らすことのできる男女共同参画
社会を形成するため、市町村、
関係機関・団体等との連携・協
働を一層促進し、一体となって
取り組みます。

　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。

3 社会のあらゆ
る分野におい
て、指導的地
位に女性が閉
める割合

－

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。

　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。

次期千葉県男女
共同参画計画の
策定

県の審議会等の
女性委員の割合

　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。

男女共同参画を
策定した市町村
の割合

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

雇用労働関係セ
ミナーの受講者
数（年間）

　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。

農林水産業に関
する女性起業家
数

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

女性の農業委員
数

　雇用等の場における女性の能力活
用や、誰もが仕事と家庭生活等との
両立が可能な就業環境の整備を促進
するため、事業所に対する支援を行
います。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 ＮＰＯ活動広報事業 Ａ 拡大

県民ＮＰＯ基礎講座 Ａ 現状維持

ＮＰＯ活動費補助金事業 Ａ 現状維持

県・市町村・ＮＰＯがともに築く地域社会事業 Ａ 休止・廃止

ＮＰＯの事業力強化支援事業 Ａ 縮小

ちばパートナーシップ市場 Ａ 現状維持

県民との協働による計画づくり Ａ 休止・廃止

ちばパートナーシップ自治体フォーラム Ｂ 現状維持

ＮＰＯ法適正運用事業 Ａ 拡大

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

ＮＰＯ立県
千葉の実現

　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。

4

ＮＰＯの活動
が活発になっ
たと思う人の
割合

ＮＰＯ法人数

－

Ｂ

　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。

（理解の促進）
　住民活動団体などに対する理解を
促進するための普及啓発や相談・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。

（自立した活動の強化）
　県民が自発的に自立した活動を継
続して展開できるよう、地域の課題
解決力や団体の事業力・組織力の強
化・向上を支援します。

（協働の推進）
　県と住民活動団体などとの協働の
領域を確立し、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、全庁的取り組み、市町村との
連携及びＮＰＯ法の適正な運用など
の基盤を整備します。また、県民と
の協働による新たな行動計画を策定
していきます。

情報誌・ニュー
スリリース、
メールマガジン
送付・登録件数

ＮＰＯ実務講座
の参加者人数の
累計

県とＮＰＯとの
共同事業の実施
件数

協働事業提案制
度における協働
事業の申請件数

ＮＰＯと県庁内
各課との調整・
仲介件数

市町村職員の各
種研修会、説明
会、講座等の参
加者数

Ｃ

Ｃ

Ｃ

－

Ｂ

Ｂ

Ｃ

11



次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 県民の文化活動への総合支援体制の充実 Ａ 拡大

既存施設を活用した文化芸術活動の促進 Ａ 現状維持

文化芸術に親しむ機会の促進 Ａ 現状維持

千葉県少年少女オーケストラの育成 Ａ 現状維持

県民が提案し、企画運営する新たな文化芸術祭の実施 Ａ 現状維持

児童・生徒が質の高い文化芸術にふれあう機会づくり Ａ 拡大

世界へ翔く・クラシックコンサートｉｎかずさ事業 Ａ 現状維持

千葉の文化資源再発見事業 Ａ 拡大

ちばの街道を歩こう（仮称） Ａ 拡大

民話の里づくり事業 Ａ 拡大

文化遺産の中でおこう演劇等の開催 Ａ 現状維持

「房総のむら」の整備 Ａ 拡大

「ちばの技」学び伝え教室 Ａ 現状維持

5 　千葉県は、豊かな自然と穏や
かな気候風土に恵まれ、農業漁
業を中心とした産業が古くから
盛んで、祭りや民謡など数多く
の生活文化が育まれてきまし
た。また、鎌倉･江戸、遠く近
畿地方との交流も活発に行わ
れ、多様性に満ちた特色ある文
化が形づくられてきました。そ
して今日、生きがいや心の豊か
さを求める気運の高まりの中
で、県内各地では、さまざまな
文化に親しみ、参加する活動が
盛んに行われ、新たな文化創造
の試みが始まっています。
　今こそ、こうした歴史の中で
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
創造に向け
て 芸術文化団体

加入者数
Ａ

県立芸術・文
化施設の利用
者数

Ｂ

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
然や文化遺産等の特性を生
かす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、県立房総のむ
らにおける米づくりや正月
飾り作りなどの「製作体験
事業」においても前年度を
上回る体験者があったこと
などが挙げられます。

　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。

文化情報提供
ホームページへ
のアクセス件数

文化会館(４館)
における芸術鑑
賞事業入場者数

県民芸術劇場入
場者数

千葉･県民芸術祭
参加者数

「民話の里づく
り」事業参加者
数

　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を進めるた
め、ちばの文化資源再発見事業や民
話の里づくり事業による地域文化の
振興を図るとともに、邦楽等の伝統
芸術の普及や県立房総のむらにおけ
る様々な体験事業を行うほか、県指
定伝統的工芸品展を開催し、伝統文
化の継承や活用を図ります。 県立房総のむら

「米づくり」等
製作体験者数

伝統的工芸品業
種の指定数

　美術・邦楽・洋楽等の芸術文化団
体の行う文化創造活動を支援する
「千葉･県民芸術祭」の開催や県民
が自主的に取り組む文化事業に対し
ての支援を行うほか、次代を担う子
供たちが文化にふれあう機会として
「学校音楽鑑賞教室」や「学校への
芸術家等派遣事業」等を開催し、文
化活動の充実を図ります。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

身体障害者情報バリアフリー化支援事業 Ａ 現状維持

生涯学習情報提供システムの充実 Ａ 拡大

中小企業のIT利活用支援 Ａ 現状維持

農林水産業情報システム化推進事業 Ａ 大幅に縮小

電子入札の導入 Ａ 拡大

申請・届出等行政手続きのオンライン化システムの構築 Ａ 拡大

IT講習の実施 Ａ 現状維持

情報教育の充実 Ａ 拡大

県内全域における高水準のブロードバンド化の促進 Ａ 拡大

警察情報ネットワークの拡充とパソコン整備

　社会の様々な分野でITの活用
が進展しており、国において
は、e‐Japan戦略II等の中で
「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、情報通信基
盤の整備が一定水準に到達した
ことから、今後は、市町村･住
民活動団体・NPO･企業等との役
割分担と連携を更に図ることに
より、行政をはじめ各分野にお
ける積極的なITの利活用を一層
推進し、「ITを身近に感じられ
る社会の実現」を目指します。

情報化の推
進

6

　すべての県民がITの利活用能
力を習得･向上する機会が得られ
るように、学校教育や講習等の
充実を図ります。

　県内の全域で高水準のサービ
ス提供が可能となるように情報
通信基盤の充実を促進し、併せ
て、高度な行政サービス提供に
向けて行政の情報通信基盤の整
備を図ります。

ブロードバン
ド契約数世帯
比(ＡDSL、
CATV)

拡大 　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。

　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。

　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。

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)

中小企業のIT活用
の促進
(ｅビジネスチャン
ス拡大支援(バイサ
イドカタログパー
クへの掲載企業数)

インターネッ
トで可能な申
請・届出の割
合

Ａ

Ｂ

情報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
ト接続地域の拡大が順調に進
んでいること，②電子入札が
開始されたこと 等が挙げられ
ます｡
また「重度視覚障害者（児）
等への周辺機器等助成」や
「障害者向けIT講習受講者」
については目標の１００％に
達しました。さらにIT講習受
講についても申込者が全員受
講できたことなどから制度は
順調に運営されていると言え
ます｡

電子自治体の構
築の推進
(電子入札の導
入)

ＩＴ利活用能力
の向上
（視覚障害者を
中心とする身障
者向けＩＴ講
習）

県内全域における
高水準のブロード
バンド化の促進
(光ファイバーによ
るインターネット
サービスの普及)

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

健康福祉千葉方式による施策展開を推進する事業 Ｂ 拡大

千葉県地域福祉支援計画を推進する事業 Ａ 拡大

第三次千葉県障害者計画を推進する事業 Ａ 現状維持

千葉県次世代育成支援行動計画を推進する事業 Ａ 拡大

新たな地域福祉像の実現を支援する事業 Ａ 現状維持

中核地域生活支援センターを整備する事業 Ａ 拡大

ちばの地域福祉先駆的・モデル自治体ユニット活動推進事業 Ｂ 拡大

「わがまちの福祉力（ちから）自慢」事業 Ａ 現状維持

県民が変革を実感できる住民・市町村・県協働による地域づくり事業 Ｃ 拡大

「誰にもやさしい」まちづくりを推進する事業 Ａ 拡大

交通バリアフリー化の推進 Ｂ 拡大

地域総合コーディネーター集中特訓事業 Ａ 現状維持

皆が研修に行きたくなる・行かせたくなるメリット展開事業 Ａ 休止・廃止

福祉塾・ジュニア福祉塾の開催を支援する事業 Ｂ 拡大

地域福祉の現場を支える人材を養成する事業 Ａ 現状維持

医療安全対策としての医療従事者卒後研修を検討する事業 Ａ 拡大

健康福祉リソースセンターを整備する事業 Ａ 拡大

「Universal ほーむぺーじ」コンテストを開催する事業 Ｂ 拡大

千葉県老人保健福祉計画（介護保険事業支援計画を包含した計画）を
策定する事業

Ａ 拡大

千葉県内の医師確保・若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実
施する事業

Ａ 拡大

7 「新たな地
域福祉像」
の実現に向
けた基盤整
備

　「県民一人ひとりがいきいき
とする暮らしの創造」を目指
し、「千葉県地域福祉支援計
画」（平成１６年３月策定）で
提示した「新たな地域福祉像」
（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）の実現に向けた
施策を実践的・具体的に推進す
る必要があります。
　そのため、「健康福祉千葉方
式」（①対象者横断的な施策展
開、②当事者を含めた民間と行
政の協働）の市町村への普及・
定着を図り、市町村との協働の
もと、基本福祉フォーラムや小
中学校を単位とする小域福祉
フォーラムを県内全域に設置す
るとともに、中核地域生活支援
センターの充実を図り、これら
の活動を通し、地域福祉の活性
化を図ります。また、あわせ
て、就労、教育、まちづくりな
ど様々な分野に、福祉の視点を
とり入れたユニバーサルまちづ
くりを進めます。
　さらに、地域生活を支える資
源の原点は人材であることか
ら、健康福祉分野の人材の育成
と資質向上を進めるとともに、
県民が自らの判断で適切なサー
ビスを利用することができるよ
うにするため、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。

「新たな地域
福祉像」の認
知度

Ｂ

・健康福祉千葉方式による施
策推進のための基盤整備に向
け概ね順調に進んでいます
が、一部に課題があります。
県の取組みについては、①健
康福祉千葉方式により「千葉
県高齢者保健福祉計画」を18
年3月に策定しました。策定に
あたっては、生活圏タウン
ミーティングを27回開催し、
延べ2,589人が参加するなど県
民の意見を広く聴くことがで
きました。一方、2006年アク
ションプラン策定にあたって
は、「あすのちばを拓く１０
のちから」の改定作業と並行
して行ったため、公募委員と
協働で検討を行いませんでし
た。②中核地域生活支援セン
ターを県内14圏域に設置した
ところ、福祉関係に関する相
談が多数ありました。一方、
小域福祉フォーラムの設置
は、地域福祉の担い手と福祉
以外の分野の方々が協働して
組織することが必要であり、
設置まで時間を要するため、
11か所に留まりました。③地
域福祉を担う人材の育成・資
質の向上を図るため、地域総
合コーディネーター研修や福
祉塾・ジュニア福祉塾を開催
し、地域総合コーディネー
ター研修に16名、福祉塾・
ジュニア福祉塾を８団体が開
催し　延べ1,049人が参加しま
した。④衛生研究所内に「健
康福祉リソースセンター」を
整備し、県内外の健康に関す
る情報・感染症情報などを一
元的に収集・解析を行い、市
町村・各種団体等への提供体
制を整備しました。

拡大 　健康福祉千葉方式を定着さ
せ、もっと発展させます。

　地域福祉推進体制の整備やユ
ニバーサルなまちづくりを推進
します。

　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。

　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。

「健康福祉千葉
方式」の認知度

小域福祉フォー
ラムの設置数
（累計）

地域福祉計画の
策定市町村数
（累計）

地域福祉フォー
ラム（広域）の
設置数（累計）

主要駅のエレ
ベーター・エス
カレーター設置
割合

乗合バス車両に
おける低床化車
両の割合

福祉塾・ジュニ
ア福祉塾の開催
数

健康福祉情報の
一元的収集・提
供システムの整
備

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

－
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業 Ｂ 拡大

地域子育て支援センターの整備を促進する事業 Ａ 拡大

新しい型のグループホームの整備を促進する事業 Ｃ 現状維持

各種のグループホームの整備を促進する事業 Ａ 現状維持

障害者グループホーム等を支援する事業 Ａ 拡大

健康福祉千葉特区を拡充する事業 Ａ 拡大

精神障害者の退院を促進支援する事業 Ｂ 拡大

あなたに合わせた支援　星の数ほど事業 Ｂ 拡大

親子がいつでも利用できる「街かど親子ふれあい広場」を設置する事業 Ｃ 休止・廃止

福祉地域評価マップを策定する事業 Ｃ 現状維持

福祉作業所等の機能を強化する事業 Ａ 拡大

Ａ

子ども・障害者・高齢者を短期間一時的に預かるサービスを拡充する
事業

Ｃ 拡大

・地域・家庭に重点を置いた
生活（自立）の実現に向け
て、概ね順調に進んでいま
す。
この理由としては、①「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」が前年度より
０．９％増加したこと、②認
知症高齢者グループホームの
利用者数、障害者グループ
ホーム等定員が目標値を上
回っていること、③「あなた
に合わせた支援」を行う事業
者数は、94事業者と目標値を
下回っているが、支援組織と
してＮＰＯ法人ブレーメン星
数支援センターの設立によ
り、事業者に対する支援が見
込めること、④福祉作業所の
工賃水準には、具体的な改善
は確認できていないが、ＮＰ
Ｏ法人千葉県障害者就労事業
振興センターの設立により、
研修や合同販売会等を実施
し、販路拡大等が図れ、福祉
作業所の運営改善が見込める
ことなどが挙げられます。

拡大　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、自らの判断により、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。
　このためには、地域において
生活できる場の確保が重要であ
ることから、グループホームの
設置及び、グループホームの利
用者や職員の相談・支援等を可
能とする体制づくりを推進しま
す。
　また、高齢者や障害者など
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。
　このため、民間と行政が一体
となった支援体制の確立が重要
であることから、公的サービス
にない、あるいは制度の隙間に
落ちてしまっている福祉サービ
スについて、民間が提供する体
制の構築を推進します。
　さらに、障害者が製造する製
品の共同販売や共同受注を行う
体制を整備し、福祉作業所等の
機能を強化することにより 福

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

8 地域・家庭
に重点を置
いた生活
（自立）支
援

　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、グループホームの整備や
在宅支援施策を推進します。

　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。

　福祉従事者の待遇改善（福祉
従事者・所得倍増作戦）を推進
します。

認知症高齢者グ
ループホーム利
用者数

障害者グループ
ホーム等定員数

「あなたに合わ
せた支援」を行
う事業者数

福祉作業所の工
賃水準

Ａ

Ａ

Ｃ

－
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 治療方針の自己決定を推進補助する事業 Ａ 拡大

医療情報の開示を推進する事業 Ａ 現状維持

「県民をたばこから守ろう！」推進事業 Ａ 現状維持

ＳＴＩ（性感染症）・ＳＴＯＰ推進事業 Ａ 現状維持

中学生･高校生のための健康づくりピア相談 Ａ 現状維持

千葉県における保健医療提供体制を再構築する事業 Ｂ 拡大

小児・周産期医療の整備・充実事業 Ａ 現状維持

救急医療・災害医療整備事業 Ａ 現状維持

医療費の適正化等に取り組む事業 Ａ 現状維持

県立看護師等養成施設の再編整備事業 Ａ 拡大

在宅緩和療養（ケア）システムの構築を進める事業 Ａ 現状維持

地域リハビリテーションを支援する体制の整備を進める事業 Ｂ 現状維持

かかりつけ医・歯科医・薬局を支援する事業 Ｂ 現状維持

カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業 Ａ 現状維持

難病相談・支援センターを設置する事業 Ａ 現状維持

発達障害・高次脳機能障害者の相談・支援センター事業 Ａ 拡大

乳がん検診体制強化推進事業 Ａ 現状維持

要介護者の口腔ケア等を安全に行うための訪問介護員研修会委託事業 Ｂ 拡大

結核対策事業 Ａ 現状維持

障害児（者）のサポートを実施する事業 Ｂ 現状維持

障害者の総合健康診断及び人間ドックを進めるモデル事業 Ａ 現状維持

精神科救急医療システムを整備する事業 Ａ 拡大

障害者・高齢者等に向け災害対策マニュアルを作成する事業 Ａ 大幅に縮小

Ａ 拡大
千葉県内の医師確保・若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実
施する事業

9 自らつくる
健康と安心
を育む医療

　深刻な少子・高齢社会となっ
た今こそ、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、従来にも増して重
要な課題となっています。
　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
できる環境を整備します。
 また、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らせるための、
「かかりつけ医」から「在宅医
療」までの地域医療連携体制の
確保・充実を図っていく必要が
あります。
　さらに、充実が求められてい
る小児医療、周産期医療につい
ては、地域の実情に合わせた医
療提供体制の整備を図り、医師
確保対策についても検討すると
ともに、看護師など保健医療技
術者の将来需要や保健・医療・
福祉を取り巻く環境を勘案し、
県立の看護師等養成学校の再編
を行い、県立保健医療大学の設
置を進めます。
　なお、結核対策については、
結核予防法及び「結核対策千葉
方式」に基づいた対策を実施す
るものとし、高齢者など結核発
病率の高い住民層に対しての早
期受診と早期治療を啓発し、ま
た、定期検診を勧奨するなど結
核のまん延防止に努めます。

自らが積極的
に健康づくり
に取り組むこ
とができる環
境にあると感
じている人の
割合

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

　一人ひとりに重点を置いた健
康づくりのための情報提供を進
めます。

　次世代を担う若者の健康を支
援する施策を推進します。

　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。

　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。

　障害者、高齢者にやさしい医
療を確保します。

地域リハビリ
テーション支援
センターの設置
数

Ｂ

Ａ

・自らつくる健康と安心を育
む医療は概ね適切に実施しま
したが、一部に課題がありま
す。
県としての取組みは、①高度
救命救急センターである救急
医療センターを除く各県立病
院において、セカンドオピニ
オンを開始しました。②同世
代の若者に気軽に相談を受け
られるよう、ピア・エデュ
ケーター養成講座を実施した
ところ、６０名が受講しまし
た。その結果、市原健康福祉
センター管内では、ピア・エ
デュケーターによる自主活動
が管外の習志野、印旛、山
武、君津にまで及び、活動の
場が広まる効果もありまし
た。③夜間や休日に急病に
なった小児患者に対応するた
め、小児救急電話相談事業を
開始したところ、保護者の不
安の解消が図られましたが、
小児二次救急医療体制の整備
が十分でない地域がありま
す。また、慢性的な医師不足
を解消するため、県内臨床研
修病院の合同説明会及び面接
会を開催したところ、27病
院、137名の学生が参加し、県
内の臨床研修の促進が図れる
とともに、県内の若手医師の
育成に貢献することができま
したが、後期臨床研修体制の
整備が必須となっています。
④千葉県地域リハビリテー
ション総合支援センター１か
所及び支援センター６か所に
地域リハビリテーション体制
を整備したところ、高齢者や
障害者等がリハビリテーショ
ンサービスを連続して適切に
受けられる体制整備の支援、
地域のリハビリテーション関
係施設従事者同士の連携と資
質の向上が図れました。⑤
「精神科救急医療相談窓口」
を設置し、県内を4ブロックに
分け、各ブロックに精神科救
急輪番病院等を３６５日配置
し、早急に適切な医療を必要
とする精神科救急患者等の相
談に対応しました。

「受診支援手
帳」の普及率

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

健康づくりに質
する医療講座情
報の提供

１０代のクラミ
ジア患者数（定
点調査）

地域周産期母子
医療センターの
設置数（累計）
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

権利擁護機関の設置を検討する事業 Ｂ 拡大

中核地域支援センター事業の評価機関を設置する事業 Ａ 現状維持

人権擁護基準策定事業と人権プラットホーム事業 Ｂ 拡大

身体拘束の廃止を促進する事業 Ｃ 現状維持

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

児童虐待防止に向けた啓発・研修事業 Ａ 拡大

ホームレスの自立を支援する事業 Ａ 現状維持

ワークサポート事業 Ｂ 拡大

｢誰でもわかる」福祉サービス第三者評価モデル事業 Ａ 拡大

千葉県人権宣言の制定・公表 Ｂ 拡大

福祉、教育両分野のコーディネーターの合同研修事業 Ｃ 拡大

障害者に対する差別をなくすための事業 Ａ 拡大

「戦争を知らない子どもたちへ」事業 Ｂ 現状維持

・一人の人間としての尊厳の
確保を概ね適切に実施しまし
たが、一部に課題がありま
す。
　県としての取組みについて
は、①子ども虐待ゼロを目指
し、夜間・休日の虐待通報・
電話相談に対応するため、中
央児童相談所に電話相談員を
配置し、２４時間・３６５日
の虐待相談支援体制を整備し
たところ、延べ50,204件の相
談がありました。一方、人権
擁護基準の策定については、
擁護すべき人権基準の作成等
の具体的な検討を重ねました
が、策定に至らず、また、権
利擁護機関の検討は、人権擁
護基準の策定にかかる検討を
先行して議論を行ったため、
検討に至りませんでした。②
手話通訳者等養成講座及び要
約筆記奉仕員養成講座を実施
したところ、手話通訳者１７
１名、要約筆記奉仕員１９５
名が受講し、手話通訳者等の
人材の育成に貢献することが
できました。一方で、聴覚･視
覚障害者等の情報保障に係る
指針の作成には至りませんで
した。③障害者差別条例の制
定に向け、条例制定の検討研
究会の開催、ミニタウンミー
ティングの開催、関係団体と
ヒアリングの実施など取り組
み、2月議会に条例案を提出し
ましたが、継続審査となりま
した。一方、千葉県人権宣言
の制定は、権利擁護機関の検
討と同様、人権擁護基準の策
定にかかる検討を先行して議
論を行ったため、検討に至り
ませんでした

拡大　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、権
利擁護機関による人権侵害の救
済や中核地域生活支援センター
を活用した権利擁護活動、児童
虐待への対応の推進、またホー
ムレスの自立支援など権利侵害
の予防・回復システムを構築し
ていくことが重要です。
　また、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
りや福祉サービスの利用者が自
分の必要とする適切なサービス
を選ぶことが出来る情報が提供
されることが必要です。
　さらに、千葉県人権宣言の制
定、子ども世代からの人権意識
の醸成、また障害者に対する差
別をなくすための条例の制定等
に向けた取組みにより、「６０
０万県民の心のバリアフリー」
を推進することが重要です。

理不尽な理由
により、辛く
悲しい思いを
することなく
地域において
生活している
と感じている
人の割合

Ｂ

Ｂ 現状維持
聴覚障害者・視覚障害者等が会議に参加しやすい環境づくり推
進事業

子ども世代（保育園、幼稚園、小学校低学年等）への心のバリアをつ
くらない教育・保育事業

Ａ 縮小

10 一人の人間
としての尊
厳の確保

　個人の尊厳（尊重）の前提と
なる情報保障（知る権利）の確
立を進めます。

　６００万県民の心のバリアフ
リーを進めます。

　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。

千葉県人権宣言
の制定・公表

小学校、幼稚
園、保育所への
啓発

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ

人権擁護基準の
策定

認知症高齢者グ
ループホームに
対する第三者評
価の公表数

手話通訳者、要
約筆記奉仕員数
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

学力向上対策事業 Ａ 拡大

少人数教育の推進 Ａ 拡大

魅力ある高等学校づくりの推進 Ａ 拡大

小中高一貫した英語教育(ﾁﾊﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾗﾝ)の推進 Ａ 拡大

小学校から始めるキャリア教育の推進 Ａ 拡大

ちばの自然や歴史を活用した教育の推進 Ｂ 拡大

先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）の推進 Ａ 拡大

県民の信頼に応える学校づくりの推進 Ａ 拡大

ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の推進 Ｂ 拡大

不登校児童生徒の居場所づくり(菜の花スクールモデル事業) Ａ 拡大

県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供と指導者の養成 Ａ 拡大

学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症児等への支
援

Ａ 拡大

個性が輝く
教育の推進

11 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

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％ト以
上得られる学校
の割合

　基礎・基本の確実な定着や自
ら学び自ら考える力などをはぐ
くみ、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
育を推進します。
　加えて、地域自らが、地域の
特色を生かした教育が行えるよ
う、学ぶ側の視点にも立って、
児童生徒やその保護者、地域住
民など多くの県民と協働し、重
点的、戦略的な教育のビジョン
の確立を目指します。
　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。
　さらに、県民一人一人が、い
つでもどこでもそれぞれの目的
や志向に応じた学習活動やス
ポーツ活動に参加し、自らの夢
をかなえることができる生涯学
習社会の実現を目指します。

　「確かな学力」の向上と一人
ひとりの個性を生かす教育を推
進します。

不登校児童生徒
数（公立小・中
学校）

県立高等学校の
中途退学率

学校開放に取り
組む県立学校の
割合

インターンシッ
プ（職業体験）
を実施する県立
高等学校の割合

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

生涯学習情報提
供システムへの
アクセス数

－

Ｂ

・個性が輝く教育の推進に向
けて概ね順調に進んでいま
す。その理由として、①小学
校１、2年生に加え、中学1年
生で３８人学級が実現できた
こと、②県立高等学校再編計
画第１期及び第２期実施プロ
グラムを着実に推進し、千葉
県では初となる三部制定時制
高校、単位制の設置等魅力あ
る高等学校の設置できたこ
と、③「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
とめらたこと、さらに小・中
学校特別支援教育コーディ
ネーター研修等の充実によ
り、巡回指導の回数が増え、
障害のある児童生徒一人一人
のニーズに合わせた支援体制
整備の充実が図られたこと、
④生涯学習情報の提供と学習
機会、場所の提供が推進さ
れ、県民の学習ニーズに応え
ることができたこと等が挙げ
られます。

拡大

　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。

　ノーマライゼーションの進展
に対応し、一人ひとりの教育的
ニーズに応じた特別支援教育を
推進します。

　県民一人ひとりの個性が輝く
生涯学習環境づくりを推進しま
す。

少人数学級・少
人数指導の推進

学力状況調査に
おける学習の実
現状況

Ａ

－

－

－

－

Ｂ

－

Ｂ

Ａ
総合型地域ス
ポーツクラブ数
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 心の教育実践プログラムの策定 Ａ 拡大

豊かな心をはぐくむ教育を支援(サポート)する事業 Ａ 縮小

心の教育と食育推進事業 Ａ 現状維持

家庭の教育を支援する事業 Ａ 現状維持

子どもの読書活動を推進する事業 Ａ 現状維持

2005千葉きらめき総体の開催 Ａ 休止・廃止

子どもや若者の体力・競技力を向上する事業 Ａ 拡大

子どもや若者の豊かな体験活動を推進する事業 Ａ 拡大

子どもや若者を被害者や加害者としないための総合対策の推進

青少年相談員活動、青少年補導センター活動に対する支援事業 Ａ 拡大

　少子化、核家族化、都市化、
情報化など種々の要因が複雑に
絡み合う中、子どもや若者が犯
罪の被害者としてだけでなく、
重大な犯罪の加害者となる事件
が社会問題となるなど、子ども
や若者の倫理観・規範意識の低
下に対する懸念が高まっていま
す。
　また、いじめや校内暴力、不
登校、心の健康などへの対応も
喫緊の課題です。
　若者が本県の未来を切り拓い
ていくためには、確かな学力は
もとより、自らを律しつつ、他
人と協調し、感動する心や他人
を思いやる心など豊かな人間
性、たくましく生きるための健
康や体力などを身に付ける必要
があります。
　このため、学校と家庭と地域
社会及び関係機関が手を取り
合って、心と体の教育を充実
し、ふるさとを愛し、未来をひ
らいていくことができる子ども
や若者のちからをはぐくみま
す。

心のサインを見逃さない学校の指導体制の充実
（スクールアドバイザー派遣事業）

Ａ 拡大

12 心と体の教
育と健やか
な青少年を
はぐくむ環
境づくり

　子どもや若者を犯罪などから
守り、ふるさとを愛し、次代を
拓いていく力がはぐくまれるよ
う、関係機関等が連携して、子
どもや若者が健やかに育つこと
のできる環境を整えます。

　子どもや若者が、次代をたく
ましく拓いていく健康・体力を
身に付けられるよう、スポーツ
を通じて豊かな心と健やかな体
を育てます。

地域、家庭、学
校が連携して子
どもを育てると
いう環境が整っ
ていると肯定的
に回答する保護
者や地域住民の
割合

各学校が行う保
護者等による評
価において「子
どもの様子」等
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

Ｂ

　子どもや若者の豊かな人間性
をはぐくむため、学校と家庭が
手を携えて心の教育を推進しま
す。 公立図書館の児

童書貸出冊数

小・中・高・
盲・聾・養護学
校の
いじめの発生件
数

不登校児童生徒
数（公立小・中
学校）

小学校における
新体力テスト
（８種目計８０
点）の平均点

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

スクールサポー
ターの配置数

青少年補導(委)
員大会への青少
年補導員、青少
年補導センター
職員、関係機関
などの参加者

Ｂ

Ｃ

Ａ

－

－

－

・心と体の教育と健やかな青
少年をはぐくむ環境づくりに
向けて順調に進んでいます。
その理由として、①心の教育
の推進にあたり、道徳教育の
充実や人間関係づくりのため
の実践プログラムの作成に向
けた取組が概ね順調に進んだ
こと、②「きらめき総体」の
成功と本県選手の好結果、子
どもの体力向上を推進する取
組により、運動能力証の交付
率が上昇するなどの成果があ
らわれたこと、③スクールカ
ウンセラーの配置やスクール
アドバイザーの派遣を充実さ
せ、子どもたちの心のサイン
を見逃さない学校の体制づく
りの推進ができたこと、④青
少年の健全育成及び学校の健
全化に向け、新たな少年セン
ターの設置やスクールサポー
ターの配置など関係機関が連
携して、子どもや若者が健や
かに育つことのできる環境整
備が推進できたこと等が挙げ
られます。
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

災害対策の総点検 Ｂ 現状維持

（仮称）防災情報ターミナル（基地）ちば整備事業 Ａ 拡大

石油コンビナート地区における防災体制の強化 Ａ 現状維持

市町村災害対策支援 Ａ 現状維持

千葉県警察災害情報管理システムの構築

建築物・宅地の地震対策の推進 Ａ 拡大

実践的災害対応訓練の実施 Ａ 現状維持

自主防災組織の充実 Ａ 拡大

災害対策コーディネーター（まとめ・調整役）の養成 Ａ 拡大

自然災害に関する危険箇所の公表 Ａ 拡大

帰宅困難者対策の充実 Ａ 拡大

道路防災施設の整備 Ａ 現状維持

安全なちばの川づくり Ａ 現状維持

安全なちばの海岸づくり Ａ 現状維持

土砂災害対策の推進 Ａ 現状維持

既成市街地の再生・再構築 Ａ 現状維持

市街地の防災性向上を図る街路整備の推進 Ａ 現状維持

広域的な防災機能を担う都市公園の整備 Ａ 現状維持

農村地域の災害防止 Ａ 現状維持

水道局における防災対策・危機管理の強化 Ａ 拡大

公立学校施設の地震対策の推進 Ａ 拡大

実践に即した危機管理体制の充実 Ａ 現状維持

千葉県国民保護計画の策定 Ａ 現状維持

　県民のだれもが安全な毎日を
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。
　私達のまわりには、大地震、
台風、集中豪雨等の自然災害を
はじめ、これまでの常識では予
測もつかないような、テロ等の
様々な危機が存在しています。
　これらから県民の暮らしを守
り、被害を最小限に止めるた
め、県土の基盤を整備するとと
もに、行政や防災関係機関と県
民が一体となって防災に取り組
む体制を整備し、県民自らの防
災活動への支援や、私たちが暮
らす千葉県を災害に強い県土へ
と整備します。

災害による住
家被害数
※全半壊、一
部損壊、床上
床下浸水

自主防災組織
未設置市町村

13 防災体制の
強化と災害
に強い県づ
くり

　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、実践的な
危機管理体制の充実を図ります。

被災者数
※死傷者及び
住家に被害を
受けた人数

Ａ

防災体制の強化と災害に強
い県づくりの実現に向けて
おおむね順調に進んでいま
すが一部に課題がありま
す。その理由として、①千
葉県防災懇談会や防災タウ
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無料耐震相談会
を実施したこと、また、被
災建築物応急危険度判定士
認定講習会を実施により、
新たに２６８名が判定士と
して登録されたこと、④千
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、県民の防災に関す
る意識の高揚が図られたこ
と、⑥県内で初めて土砂災
害警戒区域等を５箇所指定
したこと、⑦帰宅困難者へ
の支援としてコンビニエン
スストア等１３社と協定を
締結したこと、⑧道路・河
川・海岸・土砂災害対策施
設を整備し、安全な県土づ
くりへの推進を図ったこ
と、⑨農村地域の災害防止
として排水機場、ため池の
整備、地すべり防止施設の
整備を図ったこと、⑩水道
施設の耐震化を推進したこ
と、⑪公立学校の耐震改修
を実施したこと、⑫１７年
度新たに、６月６日から１
２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、⑬千葉県国
民保護計画を１８年１月に
策定したこと、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。

拡大 　県民のみなさんと行政、防災
関係機関の相互連携に重点をお
いた協働型防災体制を強化しま
す。

　県民のみなさんの自らの防災
活動を支援し、「自助」「共
助」活動に資する各種事業を推
進します。

　誰もが安全で快適な暮らしの
実現を図り、県民すべてが住み
やすい県土づくりを進めます。

Ｃ

Ａ

千葉県国民保護
計画の策定

港湾海岸整備率

河川整備率

橋梁耐震化率

Ａ

Ａ

道路防災施設の
設置率

土砂災害特別警
戒区域の指定

自主防災組織の
組織率

被災建築物応急
危険度判定士

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

被災宅地危険度
判定士

（仮称）防災情
報ターミナル
（基地）ちばの
整備

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

消費者教育啓発事業 Ａ 拡大

相談体制及び悪質事業者の監視指導体制の充実 Ａ 拡大

宅地建物取引及び建設工事請負契約に関する消費者教育の充実 Ａ 現状維持

産学官による千葉県総合健康安全対策ネットワークの構築 Ｂ 現状維持

健康危機対策パワーアップ事業 Ｂ 現状維持

食品衛生監視指導体制の強化 Ａ 現状維持

薬物乱用防止社会環境づくり Ａ 休止・廃止

公共空間犯罪対策の強化

総合的な高齢者保護対策の推進

県民の要請にこたえる警察体制の充実

犯罪を抑止・検挙するための捜査基盤の充実強化

本部機能の一元化による効率的な警察活動の推進

－

生活者としての県民の安
全・安心の確保と体制整備
に向けて、概ね順調に進ん
でいます。
その理由として、①平成17
年度（2月末）の消費者相
談件数が前年度同期より
45.9％減少し、消費者啓発
事業の実施に一定の成果が
あったと認められること、
②総合健康安全対策ネット
ワークの整備により、健康
危機管理体制が構築された
こと、③刑法犯認知件数が
前年より11.2％減少し、総
合的な犯罪抑止対策の効果
が表れたことなどが挙げら
れます。一方、①若年層及
び高齢者の消費者相談件数
の割合が依然高い水準にあ
ることから、これらの年齢
層への一層の啓発が必要で
あること、②健康危機事案
発生時に対応するため、健
康福祉センターを中心とし
た地域での健康危機管理体
制を整備する必要があるこ
と、③凶悪犯罪、侵入犯罪
等の発生が依然高水準にあ
ることから、犯罪抑止及び
検挙体制を一層強化する必
要があることなどが、課題
として挙げられます。な
お、消費者相談件数の減少
は、前年度に多く発生した
架空請求に係る相談が減少
したことも要因として挙げ
られます。

拡大

消費生活相談
（苦情）解決
率

刑法犯認知件
数

14 生活者とし
ての県民の
安全・安心
の確保と体
制整備

　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、
その最も基本となる生命・身
体・財産が守られていなければ
なりません。この施策では、生
活者・消費者の立場から、日常
生活における身体上あるいは財
産上の安全・安心を確保するた
め、契約上のトラブルや社会的
弱者を狙った詐欺的行為等の防
止対策や啓発活動、重症急性呼
吸器症候群（SARS）などの重篤
な感染症への対策、県民がその
防止を強く望んでいる犯罪対策
など、身の回りでいつ起こるか
わからない様々な危機から県民
の暮らしを守る体制の充実・強
化を進めます。

　契約上のトラブルや悪質業者によ
る被害の未然防止、拡大防止のため
の消費者教育、相談体制の整備に取
組むとともに、消費者の自立支援に
努めます。

　千葉県総合健康安全対策ネット
ワークを充実させるとともに感染症
対策専門技術者の育成や医療関係者
を対象とした健康危機管理研修に取
組むなど、健康危機対策の一層の強
化を図ります。

　輸入食品の安全性確保のため、食
品等事業者に対して適切な監視指導
を行うとともに、違反食品等の排除
に努めます。

　薬物乱用問題に関して、地域が一
体となって薬物乱用を許さない社会
環境づくりを推進します。

　県民が身近に不安を感じている犯
罪の抑止と検挙の徹底を図るととも
に、悪質な訪問販売などの生活経済
事犯等から高齢者を守るための対策
を推進します。

　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、県民生活の安全のよりどころ
となっている交番・駐在所の計画的
な整備及び「空き交番」対策を推進
するとともに、「地域防犯情報セン
ター」や関係機関と連携して、地域
防犯体制の強化を図ります。

警察官一人当た
りの負担人口

公共空間犯罪認
知件数

薬物乱用防止対
策推進モデル事
業開催地区数

Ａ

食品検査の検体
数

健康危機管理研
修参加者数

総合健康安全対
策ネットワーク
の整備

消費者教育講座
参加者数

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

21



次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

高齢者の交通事故防止対策の推進 Ａ 現状維持

積極的な広報・啓発活動の推進 Ａ 現状維持

地域ぐるみ交通安全対策の推進 Ａ 現状維持

子どもと高齢者に視点をおいた交通安全教育の充実 Ａ 拡大

安全で快適なちばの道づくり Ａ 現状維持

総合的・科学的な調査・分析による交通事故防止対策

交通事故多発地点対策の推進

効果的な交通取締りの実施

交通事故相談事業の充実 Ｂ 現状維持

救急救命・救急医療体制の整備 Ａ 現状維持

　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、及び交
通事故に対する救命率の向
上のため救急救命・救急医
療体の充実、等　一層の取
り組みが必要と考えます。

拡大

Ａ

Ａ

交通事故発生
件数

交通事故死者
数

15 交通安全県
ちばの確立

　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」でも「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。

　県民総参加による交通安全運動を
推進し、特に高齢者の交通事故防止
を図るとともに、あらゆる機会を捉
えた広報・啓発活動を市町村、関係
機関・団体、ＮＰＯ等とともに積極
的に展開します。

　地域ぐるみ交通安全活動の推進と
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
実を図ります。

　事故危険箇所を解消するととも
に、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
の交通事故抑止対策により安全で安
心な交通環境の整備を推進します。

　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。

　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。

市町村消防職員
の救急救命士数

交通事故発生件
数における悪
質・危険交通違
反の比率

共同現地診断実
施箇所及び重大
死亡事故箇所等
における現地診
断実施率

交通安全シル
バーリーダー
ネットワーク参
加者数

シートベルト着
用率

高齢者の交通事
故死者数

市町村高齢者交
通事故防止対策
推進会議設置数

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

広域間交流を支える道づくり Ａ 拡大

地域間交流を支える道づくり Ａ 現状維持

総合的な都市交通円滑化の推進 Ａ 現状維持

活発な経済交流を支える港づくり Ａ 現状維持

つくばエクスプレス沿線の都市基盤整備 Ａ 拡大

成田空港周辺幹線道路の整備 Ａ 現状維持

幕張海浜公園の整備促進 Ｂ 現状維持

既成市街地の再生・再構築 Ａ 現状維持

賑わいのある港づくり Ａ 現状維持

市町村が主体となった総合的まちづくりの支援 Ａ 現状維持

公共下水道未着手市町村への事業化促進 Ａ 現状維持

県民参加による県立公園の管理手法の推進 Ａ 拡大

新たな公営住宅施策の推進 Ｃ 現状維持

住民が主体性を持ったまちづくりの推進 Ａ 大幅に縮小

現状維
持

活力ある県土の基盤づくり
を概ね適切に実施しまし
た。
その理由として、①銚子連
絡道路の一部区間の供用が
開始されたこと、北千葉道
路について平成17年度事業
採択を受け都市計画決定が
行われたことにより事業着
手に向けて大きく前進した
こと　②平成17年8月につ
くばエクスプレスが開業
し、駅前広場や駅へのアク
セス道路の整備など沿線の
都市基盤整備を進めたこと
③千葉港において千葉みな
と駅前地区緑地について事
業着手したことにより魅力
ある海辺空間の創出が促進
されたこと　④都市交通の
円滑化を図る連続立体交差
事業、既成市街地の再生を
図る市街地再開発事業や土
地区画整理事業、公共用水
域の水質保全を図る下水道
事業など活力ある県土の基
盤づくりに向けた整備を促
進したこと　⑤まちづくり
交付金事業を活用する市町
村が増加し、地域の創意工
夫を活かしたまちづくりの
実施が促進されたこと　⑥
「ちばまちづくり情報館」
を開設し、住民と協働のま
ちづくりを進めるにあたり
参考となる事例や制度に関
する情報をいつでも得られ
る環境を創出できたこと
などが挙げられます。
しかしながら、厳しい財政
状況の中、今まで以上にコ
ストの縮減や事業の重点化
を行い投資効果の早期発現
を図る必要があります。

Ａ

Ａ

Ａ

　県民生活を向上させ、県内産
業を活性化させるため、拠点形
成やそれらを支える基盤整備を
進め、人、物の交流を図り、地
域の連携を図ることが必要で
す。「あすのちばを拓く10のち
から」では、21世紀型新産業の
核となる戦略拠点などの拠点形
成やネットワーク整備を中心
に、その波及効果が全県に広が
る社会基盤をつくり、連携と交
流を支えると位置づけていま
す。
　このため、広域交通網や情報
網の整備を進め、知恵や人を結
ぶちからを活かしながら、社会
の生産性を高め、活力ある県土
づくりを推進します。
　さらに、来るべき地方分権型
社会の到来を見据え、「千葉主
権」の確立を進めるため、本
来、まちづくりや地域づくりの
基礎自治体である市町村が、県
民、企業、住民団体、NPOなど
多様な主体とともに、それぞれ
の特性を活かしながら協働して
地域づくりを進めていくことが
求められております。県は市町
村によるそれらの地域づくりを
積極的に支援し、協働・参画の
地域づくりを進めていきます。

16 活力ある県
土の基盤づ
くり

つくばエクス
プレス沿線区
画整理地内の
整備
（整備内容の
指標）

　つくばエクスプレス沿線、成田空
港周辺、幕張新都心など魅力と活力
ある拠点づくりや、21世紀型新産業
の核となる戦略拠点を形成し、既成
市街地の再生を図り、賑わいのある
港づくりなど元気な地域づくりを進
めます。

　国、市町村、県民、住民団体、
NPOなどとの適切な役割分担のも
と、市町村が主体となった総合的ま
ちづくりを支援し、住民、NPOなど
とともに参画・協働による地域づく
りを進めます。

首都圏中心部
と県内各都市
間の所要時間

　21世紀型新産業の核となる戦略拠
点を中心に、その波及効果が全県に
広がる高規格幹線道路網や地域間幹
線道路網を整備し、さらに港湾や街
路を整備して円滑で活発な交流を支
え、地域の活性化を図ります。

高規格幹線道路
の整備率

３０，０００ト
ン級大型船が荷
役できる公共岸
壁数
（水深１２メー
トル岸壁のバー
ス数）

踏切除却の推進 Ａ

Ａ

まちづくりに
おいて国・
県・市町村・
住民団体・Ｎ
ＰＯ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

つくばエクスプ
レス沿線の都市
基盤整備事業

既成市街地にお
ける事業実施地
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）

まちづくり交付
金活用地区数

県民参加による
県立公園管理作
業の実施

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

安全で快適なちばの道づくり Ａ 現状維持

安全で快適なちばの川づくり Ａ 現状維持

安全で快適なちばの海岸づくり Ａ 現状維持

土砂災害対策の推進 Ａ 現状維持

広域的な防災機能をになう都市公園の整備 Ａ 拡大

道路、建築物におけるユニバーサルデザインの推進 Ａ 現状維持

建築物・宅地の地震対策の推進 Ａ 拡大

河川環境の整備と保全 Ａ 現状維持

印旛沼・手賀沼の水質浄化 Ａ 現状維持

東京湾みどりの回廊構想の推進 Ｂ 現状維持

街並み保全計画促進・支援事業 Ａ 大幅に縮小

景観みちしるべ事業 Ａ 大幅に縮小

動植物の生息拠点となる樹林地等の緑地保全 Ａ 拡大

環境にやさしい道づくり Ａ 現状維持

環境にやさしい建築物の誘導 Ａ 拡大

ふさのくに県土づくりプランの策定 Ｂ 拡大

時代の要請に対応した都市計画の見直し Ａ 現状維持

県土づくりの基礎となる地籍調査事業の推進 Ａ 現状維持

時代に即した住宅マスタープランの見直し Ｂ 現状維持

新たな水環境の創造に貢献する下水道事業
特別会計のため別様

Ａ 現状維持

17 豊かなくら
しと環境を
創造する県
土の基盤づ
くり

　社会状況のさまざまな変化に
より、不透明感が広がる中で、
誰もが安心して快適に暮らすこ
とができるいきいきした地域づ
くりを進めていくことが必要で
す。「あすのちばを拓く10のち
から」では、拠点を結び、連携
と交流を支える広域交通網や情
報網を整備することとしていま
す。
　そのため、建築物や交通施
設、ライフラインなどの耐震性
の強化、交通死傷事故の原因と
なる事故危険箇所等の改良、防
災機能を持つ都市公園の整備、
防災に配慮した土地利用など災
害に強いまちづくりを進め、ま
た、豊かな自然環境を有する本
県の県土づくりにおいては、内
陸部の湖沼の水質改善や県下全
域で下水道の普及等を進めると
ともに、環境の保全に十分配慮
しながら、河川・海岸の整備や
土砂災害対策など、自然災害の
防止に取り組みます。
　さらに、少子高齢化社会等の
社会経済状況の変化をふまえた
対応が必要とされています。限
られた財源を効果的・効率的に
活用しつつ、安全で豊かな環境
の県土をつくるために各種施策
を展開し、さらに時代の変化に
柔軟に対応するための計画の見
直しや社会資本整備の計画策定
を進めます。

事故危険箇所
の死傷事故の
抑止率
（指定箇所
数：130箇所）

河川整備率

印旛沼の水質
改善及び清澄
性の確保

豊かなくらしと環境を創造
する県土の基盤づくりを概
ね適切に実施しました。
その理由として、①歩道整
備や交差点改良工事を推進
したことにより車両通行の
円滑化と渋滞緩和が図られ
るとともに歩行者の安全性
が向上したこと　②安全で
快適な川づくり、海岸づく
りとして河川整備や海岸保
全施設・海岸環境整備を進
めるとともに、急傾斜地崩
壊対策施設・砂防施設の整
備など土砂災害対策を推進
し、自然災害の防止に取り
組んだこと　③手賀沼・印
旛沼など水質の悪化が著し
い河川・湖沼について底泥
浚渫や多自然型護岸の整備
を実施したことにより、河
川環境の整備と保全が図ら
れたこと　④「街並み保全
検討マニュアル」を策定し
たことにより、市町村にお
ける街並み環境保全施策の
展開への支援が促進された
こと　⑤区域区分の見直し
等時代に即した都市計画の
見直し手続きを開始すると
ともに、都市計画道路の見
直しについても廃止候補路
線を選定したほか次回見直
しに向け都市計画基礎調査
実施要領を策定したこと
などが挙がられます。
しかしながら、厳しい財政
状況の中、今まで以上にコ
ストの縮減や事業の重点化
を行い投資効果の早期発現
を図る必要があります。

現状維
持

　安全・安心で快適な暮らしの実現
を図り、県民すべてが住みやすい県
土づくりを進めるため、道路・河
川・海岸や都市公園を整備し、土砂
災害対策をするとともにユニバーサ
ルデザインによる道路や建築物の整
備を推進します。

　豊かな環境と美しい景観を保全
し、創造する県土づくりを進めるた
め、河川、湖沼などの水質を保全
し、多様な生物が生育できる都市公
園を整備し、景観に配慮した街並み
を保全し、環境にやさしい道路や建
築物の整備を推進します。

時代の変化に対応する柔軟で強靭な
県土づくりを進めるため、社会資本
の整備計画を策定し、都市計画道路
などの長期計画の見直しを進め、県
土づくりの基礎となる地籍調査を推
進するとともに住宅のマスタープラ
ンを見直します。

歩道及び自転車
歩行者道の整備
率

下水道処理人
口普及率

住宅に対する
満足度（満
足、まあ満足
の割合）

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

急傾斜地崩壊危
険箇所の整備箇
所数

港湾海岸の整備
率

植生浄化帯設置
延長（印旛沼）

下水道処理区域
面積

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
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）

ふさのくに県土
づくりプラン策
定

住宅マスタープ
ランの見直し

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

－

Ｂ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

ディーゼル自動車排出ガス対策条例及び環境保全条例の運用等 Ａ 現状維持

千葉県東葛地域沿道環境改善プログラム Ａ 現状維持

情報通信技術を活用した交通管理の高度化

光化学スモッグ低減対策事業 Ａ 拡大

有害化学物質による環境リスク低減対策の推進 Ａ 現状維持

地球温暖化対策の見直し事業 Ａ 拡大

環境マネジメントシステム推進事業 Ａ 現状維持

信号機用灯器のＬＥＤ化の推進

下水道等の汚水処理施設の整備促進 Ａ 現状維持

地下水・土壌汚染防止対策 Ａ 現状維持

印旛沼の水質浄化対策 Ａ 拡大

手賀沼の水質浄化対策 Ａ 現状維持

東京湾の水質浄化対策 Ｂ 現状維持

「ちば環境再生基金」事業の促進 Ａ 拡大

地域固有の生態系の保全 Ａ 拡大

豊かな水辺環境の保全と再生の推進 Ａ 現状維持

里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進 Ａ 現状維持

行徳湿地再整備事業 Ｂ 現状維持

三番瀬の自然環境調査 Ｂ 現状維持

三番瀬再生計画に係る環境学習検討会議 Ｂ 現状維持

自然環境合同調査実施事業 Ａ 現状維持

継続的な観察・記録調査の方法、指標作りの検討事業 Ａ 休止・廃止

データベース作成・広報事業 Ａ 縮小

総合的な環境学習の推進 Ａ 現状維持

18 良好な大
気・水環境
の確保と環
境再生の推
進

現状維
持

良好な大気・水環境の確保
と環境再生の推進に向け
て。概ね順調に進んでいま
すが、一部に課題がありま
す。
大気環境では、「ディーゼ
ル自動車排出ガス対策条
例」遵守のための監視指導
の強化や低公害車の普及促
進を行いました。同条例に
よる運行規制の開始後、大
気中の浮遊粒子状物質の環
境基準達成率は大きく改善
しています。光化学スモッ
グ低減対策及び化学物質対
策においては、実態調査を
実施しました。
地球温暖化防止対策では、
パブリックコメントの実施
など幅広い意見聴取を行
い、地球温暖化防止計画の
見直しを実施しました。14
年度の温室効果ガスの総排
出量は、基準年（2年度）
の数値を上回っており、取
り組みを強化する必要があ
ります。
水環境では、各種事業の展
開により、汚水処理人口普
及率（総人口に対する下水
道人口、合併処理浄化槽人
口、農業集落排水処理施設
等の汚水処理人口の割合）
が上昇したことにより、公
共用水域の環境基準達成率
は向上傾向にあります。し
かしながら、依然として全
国平均を下回る状況であ
り、地道に取り組みを継続
していくことが必要です。
豊かな自然の保全と再生で
は、里山活動団体による森
林整備事業や「ちば環境再
生基金」が支援したＮＰＯ
の環境活動など住民主体の
活動による自然環境の保全
と再生の取組を進めること
ができました。このような
取組をさらに活発化させて
いく必要があります。

　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。

浮遊粒子状物
質の環境基準
の達成率

温室効果ガス
の排出量（炭
素換算）

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）〕

－

Ｂ

－

　自動車対策など総合的な対策を進
めることにより、大気環境に係る環
境基準の達成率を向上させ、きれい
な大気と県民の健康を守ります。ま
た、有害化学物質による環境リスク
の低減に向けた対策を検討します。

　地球温暖化防止に向けた県民等へ
の普及啓発と、県の率先的な二酸化
炭素排出削減に向けた取り組みを推
進します。

　印旛沼・手賀沼・東京湾等の水質
を改善し、環境基準の達成率を向上
させ、地下水・土壌汚染対策を進
め、きれいで安全な水の確保を目指
します。

　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。

　三番瀬の自然再生に必要な継続的
な調査を進めるとともに、環境学
習、教育のための取り組みを推進し
ます。

　県民、住民団体・ＮＰＯ、事業者
など全ての主体の協働を図るため、
ちば環境パートナーシップの確立を
目指します。 環境学習体験者

数
Ａ

自動車からの粒
子状物質排出量
（対策地域内）

県の事務・事業
に伴う温室効果
ガス排出量（二
酸化炭素換算）

汚水処理人口普
及率

印旛沼の水質
（COD年平均値）

手賀沼の水質
（COD年平均値）

里山保全協定の
締結
（累計）

行徳湿地内施設
概要設計

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

－

－

－
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 資源循環型社会づくり協働推進事業 Ｂ 拡大

「千の葉エコプロジェクト」推進事業 Ａ 拡大

みどり環境の利活用の拡大 Ａ 拡大

フィールド・ミュージアムネットワーク事業 Ａ 拡大

総合的な環境学習の推進 Ａ 現状維持

業界団体との協働による環境経営の促進 Ａ 現状維持

溶融スラグの利用促進 Ｂ 現状維持

園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 Ａ 現状維持

浄水場発生土の有効利用 Ａ 拡大

環境マネジメントシステム推進事業 Ａ 現状維持

建設副産物対策事業 Ａ 拡大

エコタウンプランを活用したリサイクル拠点の整備促進 Ａ 縮小

公的関与による廃棄物の適正処理と有効利用の推進 Ｂ 拡大

バイオマス利活用推進事業 Ａ 現状維持

農林水産業バイオマス利活用の推進 Ａ 現状維持

食品リサイクルの推進 Ａ 現状維持

農林業未利用資源リサイクル研究推進事業 Ａ 拡大

新エネルギー産業の振興 Ａ 拡大

Ｃ

19

Ａ

Ｃ

Ａ

資源循環型
社会づくり
の推進

　現代社会は、大量消費・大量
廃棄型の社会経済活動により、
経済的豊かさを享受してきた一
方で、天然資源の急速な利用拡
大に伴う地球温暖化や環境破
壊、廃棄物最終処分場の残余容
量の逼迫など、様々な環境問題
に直面しており、資源循環型社
会への転換が急務となっていま
す。
　一方、県民、住民団体・ＮＰ
Ｏ、事業者等による資源循環型
社会づくりに向けた主体的な取
組が、新たに芽生え、広がりつ
つあることから、そうした流れ
を十分に活かし、拡大していく
ことも重要な課題となっていま
す。
　このため、千葉県では、資源
循環型社会づくりに向けた「ビ
ジョン」となり、また「行動指
針」として平成14年10月に策定
した「千葉県資源循環型社会づ
くり計画」を踏まえ、県民、住
民団体・ＮＰＯ、事業者、行政
等を当事者とする「協働の環」
の拡大を図っていきます。そし
て、「資源循環」をキーワード
として、環境が経済の牽引役と
もなり、環境と経済の好循環が
生まれるような循環型社会づく
りを目指します。

一般廃棄物
（ごみ）の最
終処分量

産業廃棄物の
排出量

産業廃棄物の
最終処分量

一般廃棄物
（ごみ）の排
出量

資源循環型社会の実現に向
けて概ね順調に進んでいる
部分もありますが、未だ進
展が十分でない事項も少な
くありません。
一般廃棄物（ごみ）の最終
処分量（一人１日当た
り）、産業廃棄物の排出
量・最終処分量・再資源化
率は、すでに目標を達成し
ていますが、環境負荷を限
りなくゼロに近づけるため
には、さらなる向上が必要
です。
一方、一般廃棄物（ごみ）
の再資源化率については、
着実に向上していますが、
目標達成に向けては、県
民、事業者、行政等のなお
一層の努力が求められま
す。
一般廃棄物（ごみ）の排出
量（一人１日当たり）につ
いては基準年からの減少幅
が十分でなく、また温室効
果ガス排出量については基
準年よりも増加しているた
め、それぞれの目標を達成
するためには、県民と事業
者とがともに各排出量の抑
制に向けた意識をさらに高
め、生活様式や事業活動を
環境配慮型に転換していく
必要があります。
また、バイオマスタウンの
中核施設の設置促進につい
ては、基礎的条件整備を
図っている段階であるた
め、目標実現には、なお時
間を要するものと見込まれ
ます。

　環境配慮活動は、県民一人だけで
なく、仲間を作りネットワーク化し
た方が効果的であり、継続性が出て
きます。
　このため、資源循環型社会づくり
に向けて主体的に取り組む県民等の
ネットワークを形成していきます。

　家庭も企業もそれを構成している
のは「人」であり、一人ひとりが
「環境」を意識する心を持つことが
重要です。
　このため、自然の魅力の実感や環
境に関する知識・理解を深めなが
ら、環境に配慮する意識の醸成を図
ります。

　産業活動に由来する環境負荷は極
めて大きいものであるため、事業者
の環境配慮型経営が不可欠となって
います。
　このため、環境に配慮した事業活
動の動機付けとなる情報提供や仕組
みを通して、環境配慮型の事業経営
を促進します。

　民間の事業展開力を活かしなが
ら、県内の環境負荷低減に資する環
境産業の立地を促進し、地域として
の効率的なリサイクル機能を高めて
いきます。

　各地域で大量に発生するバイオマ
スや、地域分散的に生ずる風力エネ
ルギー、太陽光エネルギーなど、分
散的資源の有効活用を進めます。

一般廃棄物
（ごみ）の再
資源化率
（％）

産業廃棄物の
再資源化率

温室効果ガス
排出量

バイオマスタ
ウン中核施設
の設置箇所数

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ａ

木質バイオマス
のリサイクルに
向けた炭化処理
量
（高性能炭化炉
による炭化）

エコタウンプラ
ンの中核的施設
の稼動数

ＩＳＯ14001取得
事業者数

溶融スラグ有効
利用量

千の葉エコプロ
ジェクト公表数

教育の森利用回
数・利用者数
（単年度）

環境学習体験者
数

環境経営セミ
ナー等への参加
事業者数

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

－

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

20 産業廃棄物
適

拡大 廃棄物条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対する監視指導の強化 Ａ 現状維持

産業廃棄物不法投棄防止対策事業 Ａ 現状維持

廃棄物不法投棄事犯等に対する取締りの強化

土石砂利採取場への産業廃棄物等の不法投棄防止対策 Ａ 現状維持

「千の葉エコプロジェクト」推進事業の展開 Ａ 拡大

産業廃棄物排出事業者適正処理指導事業 Ａ 拡大

産業廃棄物処理業者指導事業 Ａ 拡大

産業廃棄物不適正処理箇所支障除去事業 Ａ 現状維持

硫酸ピッチの生成、投棄の廃絶 Ａ 現状維持

Ａ

－

Ｂ 拡大

Ｃ 現状維持

廃棄物の適正処理対策地区連絡会議の開催による、関係機関等との協
働取組の強化・各種県民団体等との連携強化

森林所有者等に対する各種啓発事業による県民の自主的取組の促進及
び地域別シンポジウムの開催

廃棄物の適正処
理対策地区連絡
会議の開催回数

Ａ

不法投棄量
（投棄量１０
トン以上の不
法投棄箇所）

　持続的発展が可能な社会経済
システムを構築し、人と自然が
共生できる「ふるさと千葉」を
築いていくためには､廃棄物の
不適正処理の根絶や､廃棄物の
発生抑制､減量化・再資源化を
強力に推進していくことが必要
です。
　そうした中、全国で不法投棄
される産業廃棄物の１／３は本
県に捨てられていることから、
不法投棄の根絶に向け、行政・
警察・市町村・地域住民が協力
して、より強固な監視指導体制
をつくり、「不法投棄等をしな
い・させない・許さない」県民
意識の高揚と県民総ぐるみの運
動を展開し､不法投棄ゼロの県
土を築きます。さらに、不法投
棄等が行われた箇所について
は、環境汚染を防止するため、
廃棄物の撤去、汚染防止措置等
を行います。
　特に、毒性が強く、環境に多
大な悪影響を与える硫酸ピッチ
の生成・投棄を廃絶するため、
市町村・周辺都県とも連携して
監視体制を強化し、硫酸ピッチ
生成の禁止について国に強く働
きかけます。

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。

　《ストップ・ザ・不適正処理》に
向け､県民総ぐるみの産業廃棄物不
適正処理防止「ＳＳＹ」運動を展開
し、不法投棄等をしない（Ｓ）、さ
せない（Ｓ）、許さない（Ｙ）、強
い『環境力』を築きます。

　排出事業者や産業廃棄物処理業者
への適正処理の指導を強化し、再資
源化の推進を図るとともに、産業廃
棄物の不適正処理を未然に防止しま
す。

　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。

　毒性が強く、環境に多大な悪影響
を与える硫酸ピッチの生成・投棄を
廃絶し、新たな不法投棄ゼロを目指
します。 硫酸ピッチの不

法投棄箇所

効率･効果的な支
障除去事業の実
施

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

産業廃棄物排
出量

産業廃棄物の
再資源化率

産業廃棄物の
最終処分量

－

－

－

処理業者セミ
ナー参加者数

排出事業者に対
する立入検査結
果（文書指導の
割合）

排出事業者に対
する立入検査実
施事業所数

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

21 残土対策の
推進

拡大 改正残土条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対する監視指導の強化 Ａ 現状維持

定期検査の強化 Ｂ 拡大

特定事業場の情報公開 Ａ 現状維持

残土適正処理推進事業 Ｂ 拡大

合同パトロールの実施 Ａ 現状維持

公共事業における取り組み Ａ 拡大

Ａ

Ａ

　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。

指導中の特定
事業場

Ａ

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２３ヶ所の
うち、１４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９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。

　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。

　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。

定期検査の実施
回数

特定事業場のＨ
Ｐ掲載箇所数

合同パトロール
の実施

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

三番瀬再生計画策定事業 Ａ 現状維持

三番瀬自然環境調査事業 Ｂ 現状維持

市川市塩浜護岸改修事業 Ａ 現状維持

行徳湿地再整備事業 Ｂ 現状維持

下水道等の汚水処理施設の整備促進 Ａ 拡大

データベース作成・広報事業 Ａ 縮小

継続的な観察・記録調査の方法、指標作りの検討事業 Ａ 休止・廃止

三番瀬の漁場再生の推進 Ａ 拡大

市川漁港の整備 Ａ 現状維持

三番瀬再生計画に係る環境学習検討事業 Ｂ 現状維持

自然環境合同調査実施事業 Ａ 現状維持

三番瀬の情報発信事業 Ａ 現状維持
Ａ

現状維
持

22 　三番瀬は、アサリ、カニ、カ
レイ、ノリなど多様な生物を育
み、水質浄化の機能を有し、江
戸前の豊かな漁場としての古い
歴史をもち、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の
奥部に残された干潟・浅海域で
す。
　その埋立計画については、
人々の考え方の、開発と保全の
構図から自然と共生の実現へと
いう変化を受け、県民の意見を
聞き、中止してその保全・再生
を図ることとしました。そし
て、徹底した情報公開と住民参
加により行う政策提言型の｢千
葉モデル｣方式による検討が三
番瀬再生計画検討会議（円卓会
議）においてなされ、再生計画
案が知事に提出されました。
　県では、円卓会議の後継的性
格をもつ三番瀬再生会議を設置
し、この再生計画案をもとに、
「生物多様性の回復」、「海と
陸との連続性の回復」、｢環境
の持続性及び回復力の確保｣、
「漁場の生産力の回復」、「人
と自然とのふれあいの確保」と
いう５つの目標を柱とする再生
計画の策定を進めているところ
です。
　この再生計画に基づき、円卓
会議の精神を生かしながら、県
民、地元住民、漁業関係者、
NPO、専門家、国、地元市等の
多様な主体と連携･協働して再
生事業に取組み、自然環境の保
全と地域住民が親しめる海の再
生を目指すこととしておりま
す。

三番瀬の自
然環境の再
生

生物多様性の
回復

海と陸との連
続性の回復

環境の持続性
及び回復力の
確保

　三番瀬再生事業を適切に推進して
いくために、三番瀬再生会議を開催
し、三番瀬再生計画（基本計画及び
事業計画）を策定します。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

漁場の生産力
の回復

人と自然との
ふれあいの確
保

－

－

－

－

－

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。
なお、三番瀬の再生につい
ては、息の長い取組みが必
要であり、県民、地元住
民、漁業関係者、NPO、専
門家、国、地元市等との連
携や協働が重要であるた
め、それぞれの主体の取組
みが目標達成に影響しま
す。

　生物多様性を回復するため、現況
の把握に必要な三番瀬に生息する生
物の継続的な調査を実施します。ま
た、砂浜、干潟、藻場、洲や澪、汽
水域など、様々な環境の多様性の回
復を検討していきます。

　海と陸との連続性を回復するた
め、その連続性に配慮した市川市塩
浜の直立護岸の改修とともに河川か
らの淡水や土砂の供給、内陸性湿地
等を通じた海水交換や淡水供給等に
よる干出域*の拡大や汽水域の再生
を検討していきます。

　環境の持続性及び回復力を確保す
るため、環境の推移の把握に必要な
三番瀬の自然環境に関する調査結果
の蓄積を進めるとともに、青潮に対
する対策を検討し、三番瀬等への流
入河川の水質改善を進めていきま
す。

　漁業の維持･発展や漁場の生産力
の回復を図るため、市川漁港の整備
に向けた協力や漁場の再生に向けた
具体的手法の検討を行っていきま
す。

　人と自然とのふれあいを確保する
ための仕組みづくりとして、環境学
習･教育施設の検討、三番瀬に関す
る情報発信等を行っていきます。

三番瀬サテライ
トオフィスの年
間訪問者数

県庁ホームペー
ジ（三番瀬コー
ナー）の年間ア
クセス件数

漁港計画の策定

三番瀬漁場再生
手法の策定

三番瀬再生計画
（基本計画・事
業計画）の策定

三番瀬の自然環
境の把握

市川市塩浜護岸
の改修延長

行徳湿地内施設
整備

継続的な観測･記
録のためのマ
ニュアルの作成
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 健全で活力ある森林整備の推進 Ａ 現状維持

生活環境を守るための森林の保全と整備の推進 Ｂ 現状維持

里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進 Ａ 現状維持

「サンブスギ」ブランド化推進事業 Ａ 現状維持

木づくり・木の香りの拡大推進 Ａ 縮小

県産材需要拡大のための推進体制の整備 Ａ 拡大

木質バイオマス利活用実用化促進事業 Ａ 縮小

フィールド・ミュージアムネットワーク事業 Ａ 拡大

健康と癒しの森整備事業 Ａ 現状維持

みどり環境の利活用の拡大 Ａ 縮小

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）

里山保全協定
の締結（累
計）

県産木材の利
用量

23 森林の保全
と総合利用

　森林の持つ水源のかん養、災
害の防止、生活環境の保全、二
酸化炭素の吸収源、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に着目
し、林業・木材産業の活性化は
もとより、ＮＰＯ、関係団体等
の幅広い県民の主体的参加を得
ながら、循環型社会の実現に向
けて、多彩で活力あるちばの森
林づくりを推進します。
　また、森林の再生を図るには
森林から生産される木材の利用
促進が重要であることから、県
産木材の需要拡大や木質バイオ
マスの利活用を促進します。
　更に、森林の持つ教育や健
康・癒し、レクリェーション等
の多様な機能を活用して、幅広
い分野で森林の活用を進め、県
民が森に親しみ、森を守り育て
る意識を醸成し、森の効用を享
受できる環境を整備します。

Ａ

Ａ

Ａ

健全で活力のある森林づく
りに向けて、森林の保全及
び総合利用推進施策を適切
に実行しました。
県の取組みとしては、継続
的な森づくりをすすめるた
めに森林所有者の森林施業
計画の新たな認定支援施策
を実施し、認定面積の累計
目標5,400ヘクタールに対
して6,503ヘクタールを達
成しました。また、県独自
の里山保全条例による里山
保全協定締結の支援をすす
め、年間の目標件数28件に
対して132％の37件が締結
されました。さらに、官民
一体となって県産木材の利
用推進を進めた結果、県産
木材の利用量が増加し、目
標値85,000立方メートルを
2,000立方メートル上回る
87,000立方メートルとなる
など、それぞれ目標値を上
回る成果があり施策の効果
が顕著となっています。
その理由として、改正森林
法や県独自の条例制定のも
とで、森林をとりまく県の
地域的な課題に焦点をあて
たサンブスギの再生事業や
県産木材の消費拡大施策の
展開、県民のニーズに応え
る里山保全施策など、県民
が森に親しむ県民参加の森
づくりを推進してきたこと
が挙げられます。
１７年度は全体として施策
展開の効果が顕著にあらわ
れましたが、森林所有者の
森林整備に対する意欲につ
いては、総じて低下傾向は
変わらず、森林づくりの推
進のためより一層の支援施

　木材を生産する森林、水を育み県
土を守る森林等、多彩で活力のある
「ちばの森林」づくりを推進すると
ともに、サンブスギ林の再生を進め
ます。
　また、県民一人一人がちばの森林
のことを考える県民参加の森林づく
りを推進し、里山の保全・活用の促
進を図ります。

　森林の再生に結びつく、潤いと暖
かみのある「ちばの木」の利用促進
やブランド材「サンブスギ」の消費
拡大を推進します。
　また、木質バイオマスの利用・拡
大を進め、森林・林業の自然循環シ
ステムの確立を目指します。

　森林の持つ教育や健康・癒し、レ
クリェーション等の多様な機能を活
用して、幅広い分野で森林の利用を
進め、県民が森に親しみ、森を守り
育てる意識を醸成し、森の効用を享
受できる環境を整備します。

教育の森利用回
数・利用者数

県民の森入園者
数

木質バイオマス
の利活用（高性
能炭化炉による
炭化）

サンブスギ利用
材積（素材）
（累計）

間伐実施面積

サンブスギ林再
生面積（累計）

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｂ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

創業・経営革新・新連携の促進 Ａ 拡大

女性・中高年者の開業・育成支援 Ａ 現状維持

産学官によるロボット産業をはじめとする新産業の創出 Ａ 拡大

地域生活創造ビジネスの振興と創業支援の充実 Ａ 現状維持

東葛テクノプラザにおける起業・研究開発支援 Ａ 拡大

産業技術力の強化 Ａ 拡大

中小企業のＩＴ利活用の支援 Ａ 現状維持

中小企業の振興資金融資制度の充実 Ａ 現状維持

即決型融資の定着 Ａ 現状維持

技術革新を支援する研究開発資金の提供 Ｂ 現状維持

中小企業の技術力を活かした新たな中小企業金融の導入促進 Ｂ 現状維持

企業再生金融の展開 Ａ 現状維持

中小企業の直接金融に向けた取組 Ｂ 現状維持

優れた商店街リーダーの養成と商店街ネットワークの促進 Ａ 現状維持

地域との連携による商店街の自主・自立に対する取組支援の強化 Ａ 現状維持

地域経済社会を支える商業の活性化 Ｂ 現状維持

地域中小企業支援体制の再構築 Ａ 拡大

中小企業への迅速な情報提供 Ａ 拡大

国際ビジネス支援事業 Ａ 現状維持

中小企業Ｍ＆Ａ（合併・買取）マッチング支援の推進 Ｃ 拡大

現状維
持

24 中小企業等
の活性化

　わが国経済は､バブル経済崩
壊以後の長い低迷を脱し､回復
基調が続いております。
　景気回復は製造業を中心に全
体的には明るさが見られるもの
の､小売業､サービス業では回復
が遅れるなど､業種間格差や業
種内での二極化が目立っていま
す。
　多様な業種で構成される中小
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
集積にはいくつかの特徴が表れ
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
ことと最近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､激しい構造変化のただ
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
を踏まえつつ､本県の経済と雇
用にとって重要な役割を果たす
中小企業の総合的振興を基本理
念とする条例を制定するほか、
県内中小企業に対する資金、技
術、情報など多種多様な支援を
行います。地域の中で活動する
中小企業が活力をもつことは、
暮らしやすい潤いのある地域社
会づくりにつながるものである
との視点をもって、具体的施策
展開を図っていきます。

事業所開業率

中小企業製造
品出荷額
（従業員３０
０人未満の事
業所）

－

－

中小企業等の活性化に向け
て概ね順調に進んでいま
す。地域経済の活性化を図
るためには、事業所開業率
を引き上げ、廃業率を引き
下げる取組が必要です。中
小企業の経営向上を目指す
経営革新計画の承認件数
は、ほぼ当初目標に近い件
数を承認することができま
した。また、中小企業に安
定的な資金を供給するため
の中小企業振興資金融資額
は、全体としては目標額を
下回ったものの、制度融資
として特別経営安定対策資
金（原油高騰関連特別枠）
を創設し、原油価格の高騰
により仕入材等のコストが
上昇し、収益が圧迫されて
いる中小企業者の資金調達
を支援しました。さらに、
18年3月には中小企業再生
を支援する「千葉中小企業
再生ファンド」が創設され
ました。
商店街の活性化について
は、次代を担う人材育成の
ための商店街若手リーダー
養成事業（ふさの国商い未
来塾）の修了者がスタート
以来累計で144名となり、
各地域で中心となって活動
しています。
中小企業は、技術、人材、
情報、資金等の様々な課題
を抱えており、窓口相談等
によりそれらの課題の解決
を支援しています。県中小
企業支援センターにおける
相談件数は前年度とほぼ同
数でした。商工会・商工会
議所等関係機関との連携に
より、中小企業の経営改善
を促進しました。

　創業・経営革新及び新事業展開を
図ろうとする中小企業者等に対し低
利融資､補助金、税制等、多面的な
支援を行うほか新事業、新分野に果
敢に挑戦する中小企業の技術開発を
強力に支援することなどにより､本
県中小企業の活性化と雇用の拡大を
目指します。

近年の金融環境変化の中で､中小企
業振興資金融資を基本にしつつ貸付
債権担保証券（ＣＬＯ）の仕組みを
活用した市場型間接金融の定着を図
るとともに､地域の中核的中小企業
の再生促進を目指す地域再生ファン
ドの創設と活用や企業の成長性や潜
在能力を適正に評価した融資の仕組
みづくりの展開等により､中小企業
金融の円滑化と多様化に取り組みま
す。

中小企業振興資
金融資額

経営革新計画の
承認件数（累
計）

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

　地域の中心市街地・商店街等の中
小商業活性化を図るため、地域づく
りの土台をなす人材を育成するとと
もに、地域資源を生かした新たな商
品やサービスの提供、商業機能の向
上を図るための地域商店街と大型店
の相互連携、空き店舗等を活用した
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。

　本県中小企業が抱える経営課題を
解決し、その多様で活力ある成長発
展に資するため、技術、人材、情
報、資金等に関する相談支援体制の
充実を図るほか国際化への対応、事
業継承の円滑化など中小企業経営基
盤の強化並びに自主・自立と競争力
強化に向けた効率的な経営を支援し
ます。

窓口相談事業
（千葉県中小企
業支援センター
等）

商店街地域連携
モデル事業（累
計）

「ふさの国商い
未来塾」延べ修
了者数
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 元気な経営体の活動に対する応援 Ａ 現状維持

元気な経営体を育成するための支援 Ａ 現状維持

経営体の技を向上させる研究開発 Ａ 現状維持

次代の漁業経営確立のための支援 Ａ 拡大

地域ごとに特色ある水田農業ビジョンの実現 Ａ 現状維持

多様な産地、住みよい農村づくりのための支援 Ａ 拡大

都市住民が何度でも来たくなる農山漁村づくり Ａ 現状維持

遊休農地を遊ばせない方策 Ａ 拡大

資源循環型農林水産業の推進 Ａ 拡大

将来に誇れる農地の計画的な利用と農地利用集積の推進 Ｂ 拡大

低経費・効率化を追求する生産基盤の整備 Ａ 現状維持

地域の実情に応じた農業用水の安定供給と排水整備 Ａ 現状維持

未来に向かって資源を守り育てる漁業の推進 Ａ 現状維持

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やＦＴＡ農業交渉
等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きます。

生産農業所得

25

認定農業者

海面漁業・養
殖業生産量
（属人）

水産加工品生
産量

漁業就業者

農業産出額
普及組織が育成
対象とする担い
手

－

－

今後ますます強く押し寄せ
る国際化の波に対抗できる
力強い農林水産業の展開に
向けて、普及組織が育成対
象とする担い手や特徴のあ
る産地づくりによる販売額
の増加、新品種の育成品目
数などが目標を達成するな
ど概ね順調に進んでいます
が、生産者の高齢化・後継
者不足、遊休農地の増加、
水産資源の減少、農林水産
物価格の低迷、さらには輸
入農林水産物の増大など、
解決しなければならない課
題に直面しています。
そこで、生産者が将来にわ
たって、やる気と夢を持
ち、生産活動が続けられる
よう、経営体の育成支援や
農林漁業者間の連携強化、
魅力ある農山漁村づくり、
これらを支える生産基盤の
整備など積極的に取り組ん
でいくことが必要です。

　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。

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。

　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。

－

－

－

Ｂ

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

新品種の育成
（７年度からの
累計）

漁業活動共同実
践ｸﾞﾙｰﾌﾟの育成

水田農業集落ビ
ジョン等の策定

－農地利用集積率

園芸施設化面積

広域営農団地農
道整備供用延長

市民農園の区画

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

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

天然種苗の放流 Ａ

用排水施設の整
備後の効果発生
面積(受益面積)

人工種苗６魚種
の放流

Ａ

Ｂ

Ａ
水田のほ場整備
率（標準区画３
０アール以上）
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 成田空港の平行滑走路整備の促進 Ａ 拡大

航空機騒音対策の推進 Ａ 現状維持

成田新高速鉄道の整備促進 Ａ 拡大

首都圏中央連絡自動車道、北千葉道路及び空港周辺幹線道路網の整備 Ａ 拡大

国際物流関連企業の立地の促進 Ａ 現状維持

国際物流機能集積のための基盤整備 Ｃ 現状維持

若年者の就業促進 Ａ 現状維持

成田空港を活かした地域発展戦略基礎調査 Ａ 拡大

外国人観光客の受入体制の整備 Ａ 拡大

外客誘致対策事業 Ａ 拡大

生活・自然・歴史文化を守り活かした地域づくりの推進 Ａ 現状維持

　たくさんの外国人が気軽に訪れ、
住む人々との交流が日常的に行なわ
れる国際色豊かな地域にします。

英語教育を重点
的に実施する小
中学校（ＧＥ
Ｌ）高校（ＳＥ
ＬＨｉ）指定数

日本の表玄関である空港周辺地域の
生活・自然・歴史文化を守り活かす
ことで、潤いのある生活環境を実現
します。

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

空港周辺地域へ
の桜の木の植栽
（１４年度から
の累計）

２，５００メー
トル平行滑走路
の完成の推進

空港周辺の住宅
防音工事の進捗
率

　利用しやすい成田空港を実現する
ため、空港への交通アクセスを整
備・強化します。

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）

空港周辺幹線道
路網整備（県事
業）の進捗率
（北千葉道路含
む）

　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２，５００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、
地域と空港の共生を推進します。

　国際空港としての物流機能の活用
や、空港を活かした新たな事業展開
により、地域経済の活性化を推進し
ます。

26

成田空港の貿
易額（輸出入
額）

Ｃ

Ｂ

Ａ

空港整備については、17年
8月に国土交通大臣から空
港会社に平行滑走路の北伸
整備による2500m化の指示
が出され、また基盤整備や
産業振興も概ね順調に進捗
していますが、一部に課題
もあります。
　県の取組みについては、
騒音対策の着実な実施、桜
の木の植樹定等潤いのある
生活環境の整備を推進でき
たこと、成田新高速鉄道・
北千葉道路の着工など基盤
整備が着実に進展している
こと、海外プロモーション
によるツアー造成や空港周
辺モニターツアーでの観光
体験等外客誘致や受け入れ
体制整備が進展しているこ
と、トップセールスや補助
金創設により企業の千葉県
への関心が高まっているこ
となど、一定の成果をあげ
ることができました。一
方、国際物流関連企業誘致
では、空港南部工業団地等
への物流関連企業が2社進
出するなど着実に集積が進
んでいますが、発着回数が
限界に来ており、企業進出
も鈍化しています。また、
国際物流基地構想は用地交
渉が進まず、不十分な状況
です。

成田空港の旅
客数

成田空港の貨
物取扱量

　成田空港とその周辺地域は、
千葉県における経済発展の核と
なる国際的な戦略拠点の１つで
あり、「あすのちばを拓く
１０のちから」の「８　つなぐ
ちから（拠点・まちづくり・交
通網）」では、戦略拠点の波及
効果が全県に広がる基盤をつく
るとともに、地域の個性や資源
を活かして、住む人が誇りと愛
着を持てるまちづくりを進める
こととしています。
　そのためにはまず、拠点の心
臓部である成田空港そのものが
日本の空の表玄関にふさわしい
十分な機能を持ち、万人に親し
まれる、利用しやすい空港であ
る必要があります。
　その上で、世界との間で多く
の人とものが行き交うという国
際空港独自の特性を活かし、県
発展の先導役として空港周辺地
域の経済活性化を図るととも
に、国際色豊かな人々の交流を
地域の個性として育て、住む
人々が気持ちよく暮らし、内外
から訪れる人々が楽しみくつろ
げる環境を整備することによ
り、成田空港と周辺市町村が共
に力強く発展していく国際空港
都市の実現を目指します。

成田空港と
アクセス整
備及び国際
空港都市づ
くり

Ａ

空港外にある保
税蔵置場（航空
貨物物流施設）
の会社数

Ｂ

Ａ 拡大
小中高一貫した英語教育（チバ・インターナショナル・エデュケー
ション・プラン）の推進

Ａ
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 つくばエクスプレスの整備促進 Ａ 縮小

つくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業 Ａ 拡大

つくばエクスプレス整備に伴う関連公共施設整備の推進 Ａ 現状維持

つくばエクスプレス沿線地域におけるまちづくり戦略の検討・推進 Ａ 拡大

都市公園整備事業 Ａ 拡大

知的資源、産業集積を活かしたＩＴ関連産業振興 Ａ 拡大

東葛テクノプラザにおける起業・研究開発支援 Ａ 拡大

東葛飾北部地域における産学官連携による新産業創出拠点の形成 Ａ 現状維持

留学生、外国人研究者等と一体となった　　コミュニティづくり Ｂ 現状維持

住み,働く人との交流・まちづくりの推進 Ａ 現状維持

水辺空間を活用した憩いの場の整備 Ａ 現状維持

幕張新都心ＩＴ駐車場情報サービスシステムの導入 Ａ 現状維持

海浜幕張公園（海側）整備の促進 Ｂ 現状維持

地域特性を活用したＩＴ関連産業の振興 Ａ 現状維持

外資系企業スタートアップセンター事業 Ａ 現状維持

幕張ベイタウン事業の着実な推進 Ａ 縮小

拡大地区における土地利用の弾力的な運用及び整備推進 Ｂ 拡大

幕張メッセの機能拡充・強化 Ａ 現状維持

幕張メッセ利用促進策の強化 Ａ 現状維持

現状維
持

東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成(県内の３つのバイオクラス
ター形成の充実強化)

幕張新都心来訪
者数

業務・研究地区
就業者数

Ｂ

幕張ベイタウン
供給戸数累計

拡大地区で分
譲・貸付土地累
計

幕張メッセ来場
者数

　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。

　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や整備を推
進します。

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

平成１８年度には、日々１
４万人が活動する都市実現
に向けて、概ね着実に進ん
でいます。
就業者数及び居住人口につ
いては、新たな施設の立地
や幕張ベイタウンで着実に
入居が進んだことやなどに
より増加しました

　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。

　国際的な業務機能の集積を活か
し、成長性の高い外資系企業を誘致
するなど、新しい時代を先導する国
際業務拠点づくりを積極的に推進し
ます。

沿線の土地区画
整理事業進捗率
［流山運動公園
周辺地区：232ヘ
クタール］
（１７年鉄道開
業に向けた進捗
率）

　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。

東葛テクノプラ
ザ共同研究件数
(累計)

製造品出荷額
(柏市、流山
市)

つくばエクスプレス沿線地
域のまちづくりと産業拠点
の形成を実現するため、概
ね順調に進んでいます。念
願のつくばエクスプレスが
平成17年8月24日に開業
し、重点的に整備を実施し
ていた新駅周辺の基盤整備
も無事完成し開業を迎える
ことができました。なお、
鉄道の利用者数も当初の予
測を上回る好調な滑り出し
です。また、平成17年12月
6日に第十次都市再生プロ
ジェクト「大学と地域の連
携協働による都市再生の推
進」が内閣官房都市再生本
部で新たに決定され、モデ
ル的な取組みとして柏・流
山地域の千葉大・東京大な
どとの連携協働によるまち
づくりが取り上げられまし
た。

沿線の土地区画
整理事業進捗率
［柏北部中央地
区：273ヘクター
ル］
（１７年鉄道開
業に向けた進捗
率）

Ａ

Ｂ

　沿線地域においては、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、居住等の諸機
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。

つくばエクス
プレス駅周辺
の整備状況

　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。特に、柏・流
山地域では、つくばエクスプレ
スの開業を契機に、定住促進や
活動・交流の活性化を図り、沿
線に集積している大学・研究機
関や企業との連携による、まち
づくりと新産業創出に向けた取
組みを積極的に推進していく必
要があります。
　具体的には、沿線地域の豊か
な自然環境を活かした、環境・
健康を軸とする、まちづくりを
推進することにより、快適で安
心して暮らせる生活空間づくり
に取組みます。
　また、世界レベルの研究機関
の集積を活かした国際競争力の
ある国際的学術研究都市の実現
のため、大学と地域の連携によ
る、まちづくり・国際化の推進
を図ることにより、２１世紀の
新しい地域モデルの確立・新た
な都市創造を推進していきま
す。

幕張新都心の
活動人口

就業者数

居住人口

就学者数

来訪者数

　幕張メッセの機能の拡充・強化を
推進するとともに、利用促進策を強
化し、コンベンション会場としての
魅力を高めます。

27 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

複合機能都
市「幕張新
都心」の形
成

28 　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、東京都心と成
田空港へ各３０分という好立地
条件のもと、「職・住・学・
遊」の複合機能を備えた未来型
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も適
切・現実的に対応した施策を積
極的に実施し、１７年度には、
就業者、居住者、就学者及び幕
張新都心への来訪者など合わせ
て、日々約１４万人の人々が活
動する都市を目指します。

Ｂ

Ａ

Ａ 拡大

Ａ

Ａ

Ａ
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目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
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／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大

かずさアークの機能強化 Ｂ 現状維持

一体的･効率的な誘致･広報活動の展開 Ｂ 現状維持

国際研究交流施設等の早期立地促進 Ｂ 拡大

かずさＤＮＡ研究所を核とする産業化へ向けた研究の一層の促進 Ａ 現状維持

世界の学者･研究者が快適に暮らせる居住環境づくり Ａ 現状維持

交通利便性向上・情報通信基盤の拡充 Ｂ 現状維持

文化･芸術の振興 Ａ 現状維持

融合生命科学を中心とする企業･研究機関等の集積によるバイオクラス
ターの形成

Ａ 拡大

バイオ関連産業を中心とした企業,国際機関,大学,公的試験研究機関等
の立地･集積促進

Ａ 拡大

Ｂ

立地企業の満足
度

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ａ

国際会議及び学
術会議の開催件
数

貸研究施設整備
件数

かずさＤＮＡ研
究所の公的共同
研究資金導入件
数

かずさＤＮＡ研
究所特許等出願
件数

企業誘致件数 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
導入件数

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

　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。

　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。

29 　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、中でも科学技術の果たす役
割がますます重要となってきて
います。
　かずさアカデミアパークは、
国内外から集まる研究者によっ
て、多様な研究活動が世界規模
で展開されるサイエンス・パー
クの実現を目指します。
　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すととも
に、これまでに蓄積された｢学
術的資源｣を有効活用し、国際
的な知の創造拠点として新産業
の創出等を図ります。
　また、地域と連携しながら都
市環境の整備等を推進し､人類
の未来に貢献する世界の千葉を
確立するため整備を進めていき
ます。

サイエン
ス・パーク
「かずさ」
の国際的地
位の確立

Ａ
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度

30 国際化の推
進

拡大 千葉の国際協力 Ａ 拡大

国際協力モデル（民間団体の支援） Ａ 拡大

世界の国々との多様な分野での交流推進 Ａ 拡大

外国籍県民にも暮らしやすいちばづくり Ａ 拡大

さまざまな連携による留学生への支援 Ｃ 現状維持

国際的な視野に立った人権保護 Ａ 現状維持

国際理解教育の推進・外国籍児童生徒の受入体制の充実 Ａ 現状維持

インターナショナルスクールの整備 Ａ 拡大

国際的視野に立った経済環境づくり Ａ 拡大

国際観光・コンベンションの振興 Ａ 拡大

小中高一貫した英語教育（チバ・インターナショナル・エデュケー
ション・プラン）の推進

Ａ 拡大

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

英語教育を重点
的に実施する小
中学校（ＧＥ
Ｌ）高校（ＳＥ
ＬＨｉ）指定数

「アジア総合学
科」実施件数

　国際化に対応した地域のちからを
高めるため、海外の活力を生かした
産業の国際的展開や戦略的な外資系
企業の誘致、海外プロモーション活
動を通じた外国人観光客誘致など、
国際的視点に立った経済環境づくり
を進めるとともに、成田、幕張、
柏、かずさ、千葉港など、世界にア
ピールできる国際拠点を整備しま
す。

かずさアカデミ
アホールにおけ
る国際会議の開
催件数

外資系企業ス
タートアップセ
ンター家賃補助
室数

　国際化の推進にあたっては、その
原動力である世界に通用する国際人
の育成が大切です。小中高一貫した
英語教育の推進や高校生の留学等の
支援、国際理解教育の充実を図ると
ともに、外国人児童生徒の受け入れ
体制の充実、さらにはインターナ
ショナルスクールの整備を図りま
す。

千葉の国際協力
構想によるモデ
ル活動数

千葉ウィスコン
シン協会の会員
数

　外国籍県民のちからを高め、外国
人に愛される世界に開かれた千葉県
づくりを進めるため、ともに暮らす
生活者の視点から言葉、医療、情
報、住宅等、外国籍県民にも住みや
すい地域づくりを総合的に推進する
とともに、DVなどの人権問題につい
ても対応していきます。

外国人学生住居
アドバイザー事
業相談件数

多文化共生モデ
ル事業採択数

　地域や世界との人的ネットワーク
を構築しながら、県民の力、地域の
力による千葉らしさを生かしたさま
ざまな分野での国際交流・国際協力
を推進し、世界へ向けて情報発信し
ていきます。

　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。

国際交流・協
力団体数

Ａ

４つの施策展開の柱に基づ
き、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、本県の有する環境改善
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
町村や地域国際交流協会等
の担当者を対象に多文化共
生に係る講演会を、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、関係者の認識と知識の
向上を図りました。
国際人の育成については、
チバ・インターナショナ
ル・エデュケーションプラ
ン（CIEP）の推進により児
童生徒の英語コミュニケー
ション活動が活発に行われ
るようになるとともに、イ
ンターナショナルスクール
の整備促進に向けて、関係
者や有識者と協議を行い事
業の前進が図られました。
国際的な事業環境整備につ
いては、県内企業の国際展
開支援、外資系企業の誘
致、外国人観光客やコンベ
ンションの誘致を実施し、
一定の成果をあげました。
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

31 拡大 アウトソーシングの推進

公社等外郭団体の見直し

新たな定員適正化計画の推進

申請・届出等の電子化

内部事務の電子化・集約化

新たな人事評価制度の導入

地方分権の推進（分権推進事業）

歳出の削減

歳入の確保

新たな財政再建プランの推進

Ａ

Ａ

－

Ａ

　民間能力の活用、公社等外郭団体
の抜本的見直し、定員管理の適正化
等により、県行政のスリム化を実現
します。

　ひらかれた県政と県民参加の推
進、業務プロセスの見直し、経営資
源の活用・活性化等により、新しい
行政システムを構築します。

　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。

職員の削減（新
たな定員適正化
計画の推進）

目標管理制度
（目標チャレン
ジプログラム）
の導入

県税収入の確保

地方債の発行額
の抑制

　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。

県民満足度の
向上
（県政に関す
る世論調査）

新たな「千葉
県行財政シス
テム改革行動
計画」の達成
割合

Ａ

Ｃ

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
となどが挙げられます。
しかしながら、県政に対する
県民満足度（千葉県に住みつ
づけたいと思う県民の割合）
は、12ポイントの低下となり
ました。

県庁経営改
革の断行
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次年度
以降の
対応

次年度
以降の
対応

目標項目
達成
状況

方向性 目標項目
達成
状況

方向性

中間成果指標

目標の達成状況総括
施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

重点事業
達成
度

拡大 情報公開推進会議の設置 Ａ 現状維持

県民への説明責任を果たすための評価制度の効果的な運用 Ａ 拡大

県民が県政情報を入手しやすい仕組みづくり Ｂ 拡大

県民にわかりやすい広報の推進 Ａ 拡大

政策実現を図る戦略的な広報活動の推進 Ａ 拡大

地域と一体となった情報発信 Ａ 拡大

県民の意見･提案を県政に反映させる制度の充実 Ａ 現状維持

ちばパートナーシップ市場 Ａ 現状維持

県民意見と県の対応の公表 Ａ 拡大

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

32 　千葉県の有する多様性を最大
限に活かし、経済的にも、文化
的にも自立した個性あふれる千
葉県をつくるためには、県民が
提案し、自ら選択し、さらに責
任と義務を果たす、県民が主役
の県政運営を進めていくことが
重要です。
　そのため、徹底した情報公開
により県政の透明性を高め、県
民が県政情報を共有するととも
に、県政について誰もが意見・
提案でき、それが県政に反映さ
れる、県民にひらかれた県政の
実現を目指します。

県民にひら
かれた県政
の実現

県政に対する
県民の関心度
（関心がある
割合）

Ｂ

　「県民にひらかれた県政
の実現」に向けて、県政情
報の提供と意見・提案機会
の増加については、おおむ
ね順調に進んでいますが、
県政への参加意識の醸成に
ついて課題が残っていま
す。
　この理由として、県政情
報の提供、意見・提案機会
の増加が順調に進んでいる
ことについては、
①千葉県ホームページの改
良等により、アクセス件数
が増加していること。
②積極的なパブリシティに
より、千葉県情報のメディ
ア掲載件数が増加している
こと。
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、市町村情報も県を通
じて積極的にメディアへの
情報提供していること。
④広聴制度に寄せられた県
民の意見と県の対応状況に
ついての公表が年２回に拡
充されたこと。
などが挙げられます。
また、情報公開制度をサ
ポートする「千葉県情報公
開推進会議」を設置し、制
度改善や苦情処理体制が
整ったことも貢献している
と考えます。
　一方で、県政への参加意
識の醸成については、「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」人の割合も
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」ことなど
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、県政へ参加する機会を
逃している状況がありま
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、情報の提供手
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。

　県政の透明性を高めるため、情報
公開制度や政策評価制度等につい
て、県民がより利用しやすくなるよ
うに制度を充実するとともに、県民
が県政情報を入手しやすい仕組みづ
くりに取り組みます。

　県民が県政情報を共有し、県民参
加を推進するため、すべての県民に
わかりやすく、多くの県政情報を伝
えることのできる、戦略的な広報を
推進します。

　県民参加を推進するため、政策立
案段階から県民やNPOが意見・提案
する機会を確保するとともに、地域
や県民の声の県政への反映を推進し
ます。

広報紙「ちば県
民だより」を
「よく読む」人
の割合

県民意見の公表
回数

千葉テレビ広報
番組
「躍動ちば２
１」の視聴率

千葉県ホーム
ページへのアク
セス件数

パブリシティ活
動による各種メ
ディアへの掲載
件数

市町村情報の県
からの発信

「ちばづくり県
民コメント制
度」を知ってい
る人の割合

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

情報公開に関す
る県ホームペー
ジへのアクセス
件数

各評価制度に関
する県ホーム
ページへのアク
セス件数
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指標数 割合

37 39%

22 23%

9 9%

28 29%

96

３．目標の達成状況総括
施策数 割合 ０４ＡＰ(参考）

10 26% 26%

28 74% 74%

0 0% 0%

38 （34施策）

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計
施策数 30 8 0 0 38
割合 79% 21% 0% 0%

０４ＡＰ(参考） 53% 29% 0% 0%
※２００４年ＡＰ評価では、区分に「改善（18%）」が設定されていました。

指標数 割合 ０４ＡＰ(参考）

152 57% 53%

61 23% 22%

27 10% 12%

27 10% 13%

267 （156指標）

※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。

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。

施策目的の達成に向けて困難な課題がある

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）

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）

合　計

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる

２００５年アクションプランに係る事後評価の実施状況

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）

判定になじまないもの（－）

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）

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）

判定になじまないもの（－）

合　計

合　計

２．「最終成果指標」の達成状況

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

４．次年度以降の施策の方向性

５．「中間成果指標」の達成状況

合　計

目標を達成したもの（Ａ）
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