
事業所開業率 －

製造品出荷額 Ａ

産学官連携による共同研
究等の件数

Ａ

完全失業率 Ａ

（凡例）「達成状況」欄の考え方
Ａ…目標を達成したもの　Ｂ…目標を概ね達成しているもの　Ｃ…当初予定した目標の水準に達していないもの　－…データが把握できない等の理由から判定になじまないもの
　　　　施策の「方向性」欄の考え方
「拡大」…活動量を拡大させるもので、基本的にコストも増加するもの　「改善」…内容を改善することにより、同じコストで活動量を拡大させるか、または、同じ活動量を確保しながらコストの減少を図るもの　「現状維持」…基本的に活動量が変わらず、コストも変わらないもの
「縮小」…活動量を縮小させるもので、基本的にコストも減少するもの　「大幅に縮小」…活動量を大幅に減少させるもので、基本的にコストも大幅に減少するもの（目安としてコストが前年度と比較して３割以上減少）

Ⅰ　県内企業の資金調達面では、CLO（貸付債権担保証券）の仕組みを活用
した、無担保・無保証で長期の安定的資金を供給、 審査期間を大幅に短縮
して実施する即決型融資（クイックローン）の定着と拡充に努めたことと併
せて、円滑な資金提供に向けた流れを加速しました。
　起業支援としては、ビジネス経験が豊富な人材を派遣してコミュニティビ
ジネスの経営を支援、また新規就農相談センターにおいては就農希望者を支
援しました。新しいビジネスモデルの育成を図るため、3件のプロジェクト
を採択して助成しました。商談会「セールスプロモーションちば」を2回開
催、中小・ベンチャー企業の販路開拓を支援するなど、中小企業の多様な支
援要望に対応できる体制を整えました。
　本県全域を知的創造サイクルとして機能させるため特許専門家を派遣、中
小企業の知的財産戦略策定を支援し、また県内中小企業に経済・産業情報を
インターネットのメール配信による提供を始めるなど、県内経済における資
金・人材・情報などの地域資源の循環を促進しました。

Ⅱ　国際競争力の維持強化に向け、京葉臨海コンビナート特区の承認を得ま
した。また、かずさバイオコンビナート構想の実現に向けハード面での整備
を進め、産業化・実用化に向けた産学官共同研究プロジェクトを推進してい
く場として、17年度初頭にかずさバイオリサーチセンターと研究者用長期滞
在施設を開設する予定です。
　

　東葛飾地域においては、東大柏キャンパスと連携したインキュベーターの
整備など成果を得たところです。幕張新都心では2件の次世代ＩＴ実証実験
を支援しました。産業振興センター内に「ちば投資サポートセンター」を設
置、外資系企業の戦略的誘致の促進をするなど、国際競争力に勝ち抜くこと
ができる地域産業競争力の強化を図りました。
Ⅲ　就業支援については、国の事業を導入した若者の就業支援に向けた拠点
である「ちば若者キャリアセンター」（船橋市）を設置しました。障害者就
業支援キャリアセンター、県民再就職支援センター、母子家庭就業・支援セ
ンターの運営、シルバー人材センターの支援、など、若者、障害者、高齢
者、女性などの個別ニーズに対応した就業支援対策を実施しました。障害者
については特例子会社の設置を促進、県内で5社（2社増）になりました。
　産業人材育成については、デュアル型訓練、再就職支援委託訓練の実施、
ちばキャリアアップセンター相談コーナーの設置、県立高校37校でのイン
ターンシップなどに取り組み、これらの総合的な就業支援により、県民のも
てる能力を最大限に発揮できる就業環境の整備を推進しました。

Ａ　拡大　２００５年アクションプラン「２１世紀
のちば経済活性化戦略の展開」において、
本県経済活性化のさらなる促進、そして残
された課題の解決に取り組みます。

Ⅰ　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や
育成を図ります。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、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促進します。この
ために中小企業振興の中長期的な戦略を構
築します。

Ⅱ　産・学・官・民のちからを結集し、環
境変化に即応できる地域産業力を形成しま
す。このために総合的な経済活性化施策を
展開し、バイオテクノロジー・ＩＴ等の先
端技術関連産業の振興、成長産業や外資系
企業等の戦略的企業誘致などにより本県経
済を牽引するリーディング産業の創出・育
成を図ります。

Ⅲ　求職と求人の不適合の解消に向けた就
業支援や、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。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。
キャリア教育の総合的推進や産業界のニー
ズ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。

平　成　１　６　年　度　施　策　　ア　ク　シ　ョ　ン　プ　ラ　ン　評　価　の　実　施　状　況　（　要　約　版　）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名

Ⅰ　地域社会の主要な担い手である中小企業の果敢
な挑戦への支援や、地域経済を支える商業の活性
化、そして地域社会の変化に伴って生じてくる新た
なニーズに対応する地域生活産業育成への取り組み
は依然として重要な課題です。
　県内企業への資金供給については、金融支援手法
や実施方法についてさらなる検討が必要です。情報
発信については、改善点の見極め、購読者ニーズの
把握、大学等発情報の収集体制強化が求められま
す。知的財産をより活発に創造、保護、活用してい
くことは中小企業による新産業創出に欠かせませ
ん。

Ⅱ　共同研究プロジェクトなどを契機に新たな大学
や企業を誘致するためには、産学官連携やベン
チャー企業支援を行う体制の構築が不可欠です。産
学官共同研究施設である、かずさバイオリサーチセ
ンターが竣工し、ハード面の充実が図られた後は、
産学官連携を推進するソフト面の充実が極めて重要
な課題となります。また、外資系企業スタートアッ
プセンター（FASuC）を拡張したので、今後は「ち
ば投資サポートセンター」を中心に関係機関と連携
して積極的な誘致活動を展開する必要があります。

Ⅲ　若者への就業支援については、ちば若者キャリ
アセンターの自立に向けた検討が必要です。デュア
ル型訓練は、不安定就労状態にある若者の常用雇用
に効果的であることからコース及び募集定員の増加
が望まれます。若年者等の職業理解を深める方策を
改めて検討することも必要になっています。
　障害者就業支援事業を継続的かつ安定的に進めら
れるように、今後の就業支援のあり方を検討してい
く必要があります。また、特例子会社の周知のため
の訪問を積極的に行ってきましたが、障害者を雇用
する意思のある企業が多く見られたことから、これ
らの企業に対し、障害者の雇用の場を開拓していく
ことが課題です。
　県民再就職支援センターについては、職業に対す
る意識改革やキャリア形成支援の充実等による、雇
用のミスマッチのより効果的な解決が求められま
す。

施策
番号

戦略
１

　２１世紀のちば経済活性
化に向けた戦略を、概ね順
調に展開しました。
　最近の県内経済情勢を主
要経済指標から見ると、大
型小売店販売額が低水準で
推移しているものの、雇用
状況の改善（有効求人倍率
0.85倍（4月））、新設住
宅着工戸数の増加（前年同
月比11.7%増(4月)）、鉱工
業生産指数（前年同月比
1.0%増（3月））の改善等
の明るい傾向が見られてお
り、景気は緩やかに回復し
つつあります。
　本重点施策の目標指標の
達成状況については、製造
品出荷額は近年減少傾向に
ありますが、16年は13年と
比べて増加となりました。
東葛テクノプラザにおける
産学官による共同研究につ
いては29件と活発な研究活
動を行い、目標を達成しま
した。総務省労働力調査に
よる本県の完全失業率（16
年平均）は4.1%と前年より
0.9ポイント低下、雇用状
況の改善が確認できたこと
などからも、本県経済の活
性化が着実に進展しつつあ
るものと考えます。

目標項目

　いきいきとした県民
生活を支えるために
は、経済の活性化と雇
用の安定が不可欠で
す。千葉県は、多様な
産業集積、空港等の産
業基盤、豊かな自然と
文化、大都市圏市場な
ど、経済発展のための
潜在力に富んでいま
す。
しかし一方では、景気
の低迷が長く続き、県
内の多くの企業には、
厳しい経済環境や時代
の変化への対応が求め
られています。
こうした中、私たち
は、自分自身が郷土の
産業の持続的な発展を
担っていくという自覚
にたち、地域の様々な
経済の主体の連携や協
力の下、激化する国際
競争に勝ち抜き、県民
生活の新しい豊かさを
生み出し、県民一人ひ
とりの持つ能力を発揮
できる２１世紀型の千
葉県産業への転換を
図っていく必要があり
ます。

２１世紀の
ちば経済活
性化戦略の
展開

資料　３
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

戦略
２

観光まちづくり支援事業
モデル地域の選定

Ａ

Ａ　拡大

観光客入込数 Ｃ

観光消費総額
※　16年の観光客入込
数・観光消費総額は、観
光入込調査方法の変更に
より基準年との比較は困
難

―

「観光立県ちば推進ビジョン」により、中
長期的な展望の下に取組む観光振興施策の
方向性を示したことから、平成17年度以降
は本ビジョンを踏まえた施策展開を図って
いきます。
１　地域特性に根ざしたテーマ性を持つ洗
練された地域づくり
（１）観光統計の見直しや産業連関表の活
用等により，成果の客観的な把握や明確化
に努めます。
（２）首都圏等健康づくりモデル事業につ
いては、今後，県，関係者が効率的なセー
ルスや広報宣伝を展開するなど，会員数の
増加に取り組みます。
（３）全国宣伝販売促進会議・デスティ
ネーションキャンペーンに向けた具体的な
部会運営を加速させます。
（４）北海道プロモーションについては，
今回構築した手法を活かし、継続した取組
みを行います。

２　国内外からの観光客の受入体制整備や
観光基盤整備
（１）外客来訪促進計画を策定し，国及び
市町村との連携を強化します。
（２）外国人観光客に対する情報提供を強
化するとともに，観光関連事業者の体制整
備を図ります。
（３）案内看板等の多言語化を図り，外国
人観光客の利便性を向上させます。

観光立県千葉の実現に向け
て、昨年度は、本格的な展
開のスタートの年として
「観光立県ちば推進ビジョ
ン」の策定や「ちば観光プ
ロモーション協議会」の設
立など、２１世紀型の質の
高い観光地づくりを進める
ための基礎固めや体制づく
りを行いました。
また、事業面では、特に、
「観光立県千葉モデル推進
事業」による地域主体の先
導的な観光地づくりの進
展、海外プロモーション活
動の成果として韓国・台湾
における旅行ツアーの造成
やモニターツアーの実施に
よる空港周辺観光施設への
外客誘致などが図られると
ともに、関係部局において
も、道路や海洋リゾート拠
点の整備をはじめ、都市と
農産漁村の交流空間づくり
などの観光基盤の整備が進
みました。

１　地域特性に根ざしたテーマ性を持つ洗練された地域づくり
（１）健康づくりと観光を結びつけた新たな産業モデルの枠組みを構築する
ことができた。
（２）指定地域に，専門家のアドバイスを受けながら，地域が主体となって
課題解決や新規事業の展開を図るための組織が設立されました。特に、勝浦
では，専門家のアドバイスに基づき｢かつうらビッグひなまつり｣を展開した
結果，前年対比59％増の約24万6千人の来場者があり，直接需要額で約23億
円，産業連関表を利用した総額では約45億円の経済波及効果がありました。
（３）「ちば観光プロモーション協議会」の設立により、官民一体となった
全国的なプロモーションの推進体制が整備されました。
（４）北海道プロモーションでは、札幌市内で「観光説明会及び商談会」を
行うとともに､地元テレビ局や新聞社への売り込みや札幌の中心地で観光展
等を開催した結果、冬期間中のゴルフ商品を中心に11の新規商品が造成さ
れ、1，100人余の送客がありました。
　　また，ＮＨＫなど６局のテレビ番組や地元紙に取り上げられました。
（５）海外旅行会社・メディア招請事業では、台湾の旅行会社･メディアを
招請し、県内の旅行商品の造成・雑誌への掲載を図った結果、３ヶ月間で64
ツアーが商品造成され、約　　　1，700人の送客がありました。また、招請
した雑誌社８社全てが記事を掲載しました。

２　国内外からの観光客の受入体制整備や観光基盤整備
（１）成田空港利用者や空港関係者などからの情報収集及びモニターツアー
の実施により成田空港を利用する外国人観光客に関するデータが得られまし
た。
（２）国土交通省が主催するキャンペーン｢YOKOSO!JAPAN WEEKS」と連携
し，テレビ5局，新聞5社に紹介されるなど，成田空港周辺観光のPRに貢献し
ました。
（３）東関東自動車道館山線（富津中央（浅間山）IC～富津竹岡IC間）の完
成、富津公園明治百年記念展望塔の改修完成、幹線道路と観光地の間のアク
セス向上を図る街路（二間塚大堀線）事業など、富津市をはじめ県内各地で
観光基盤施設の整備が進みました。
（４）全県的な中長期的観光構想として「観光立県ちば推進ビジョン」を策
定しました。
（５）「ふさの国観光みらい塾」では、地域活性の企画案が12案作成され、
そのうち2案が実現可能となりました。
（６）「経営アドバイザーの派遣」では、17社20件の相談を受け，宿泊施設
以外にも、レストラン・観光施設等様々な業種からの相談に答えることがで
きました。

１　地域特性に根ざしたテーマ性を持つ洗練された
地域づくり
（１）観光地づくりには長期的な視点が必要である
ため，短期的な地域への支援等の客観的な形での成
果が現れにくいものですが、その成果指標である観
光入込数などの観光統計の精度を向上させる必要が
あります。
（２）首都圏等健康づくりモデル事業については、
本年度構築した新たなビジネスモデルを検証するこ
と及び今後，会員拡大を図り，モデルとして普及さ
せることにより，健康づくりのふるさととしての事
業展開及び県内経済の活性化を図ることが必要で
す。

２　国内外からの観光客の受入体制整備や観光基盤
整備
外国人観光客に対する利便性を向上させるため，関
係機関と協力して受入体制の整備をさらに改善する
必要があります。

観光立県千
葉の実現

２０世紀後半、千葉県
には鉄鋼、石油化学等
の素材型産業が集積
し、その一大拠点とし
て発展してきました。
しかし、観光に関して
はそれぞれの地域で個
別の取り組みはなされ
てきたものの、全県的
に観光を産業の柱とし
て位置づけての施策展
開が行われてきません
でした。
観光は裾野の広い総合
的な産業で経済波及効
果が高く、低成長時代
においても雇用拡大や
所得の増加が期待さ
れ、地域経済の活性化
につながる産業です。
２１世紀型観光は個々
人がそれぞれの嗜好に
合わせて心の深い満足
や健康を回復するなど
癒しや安らぎに向かっ
ており、今までとは違
う観光地づくりが求め
られています。
千葉県は首都圏にあっ
て温暖で豊かな自然を
有し、新たな視点から
の観光地づくりを進め
ることのできる可能性
を豊富に有していま
す。
こうした基本的認識に
立ち、観光を産業の主
要な柱として位置付け
て２１世紀型の新しい
観光需要に対応し、千
葉県の可能性を最大限
に発揮できる観光戦略
を形成し、実行しま
す。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

戦略
３

ちばエコ農産物 Ａ

Ａ　拡大

ちばエコ農業産地指定 Ａ

ちばエコ農産物品目数 Ａ

「千葉ブランド」販売モ
デル・協力店

Ａ

・「ちばエコ農産物」販売協力店を募集し、124店舗の登録を行うととも
に、ちばエコ農産物フェアの開催等を通じ、「ちばエコ農産物」を始めとす
る県産農産物の浸透、普及拡大が図られました。
・県産小麦100％のパンを目指した小麦の有望品種「ミナミノカオリ」、
「ニシノカオリ」の選定ができました。
・千葉ブランドの水産加工品に開発としてカタクチイワシを機械で開く技術
が開発されました。
・中国・上海市内に店舗を展開する高級スーパーの総経理、バイヤーを招聘
して商談会を実施し、今後の取引開始が期待できる引き合いがありました。
テスト輸出では、11社・団体が参加し、中国・上海市内の高級スーパー４店
舗に「千葉コーナー」を設置し、缶詰、菓子、日本酒などを販売、一部の缶
詰や菓子は好評を博しました。
・朝揚げ「新鮮丸ごと千葉のさかな」直送試験により、銚子と千倉の産地か
ら消費地の小売店に朝水揚げされた魚1.7トンを直送することができまし
た。

戦略
４ 健康生活コーディネート

の実施
Ｂ

Ａ　拡大

健康づくり各種事業の詰
合せ（パッケージ）の提
案

Ａ

民間公認事業者数 Ｃ

「CLUB CHIBA（仮称）」
会員数

Ｃ

健康生活コーディネー
ター養成数

Ａ

事業の評価・分析 Ａ

１　「千葉ブランド」農産物を生産するための個性豊かな産地づくり
・公募制度を取り入れた「千葉ブランド」産地づくりは、意欲ある農業者団
体等の応募を促進し、新産地づくりや地域ブランド産地づくりなど35の多様
な産地づくりの取組みが行われました。
・地域農林振興センターに相談窓口を設置し、農業者等からの327件の相談
に対応しました。
・新規就農相談センターを設置し、188件の相談に対応し、５名の方が就農
計画の認定を取得しました。
・見本市等を通じて、百貨店・スーパーでのフェア開催要望、ギフト商品と
しての取扱い希望等新たな販路開拓が図られました。
２　安全・安心で、信頼の「千葉ブランド」の確立
・ちばエコ農業の取組では、栽培計画承認品目数51、産地指定数64、栽培面
積1,913haとなりました。
・ちばエコ農産物の生産者段階における栽培履歴情報について、電子化によ
る効率的な集積と全栽培履歴情報の公開が可能となりました。
・環境にやさしい農業への取組では、土づくり、減農薬・化学肥料に取り組
むエコファーマーの認定推進を図り、新たに343人が認定となり合計で798名
となりました。
・ちば食育ボランティア第２期の募集結果は、第１期を1,158名増の3,803名
となりました。
・小中高校生の農業・漁村体験研修に128名が参加しました。
・児童は、骨密度調査により自らの骨量の状況を把握し、骨粗しょう症予防
対策の必要性を理解することができました。
・県産農産物のトレーサビリティの構築に向けて、地域推進協議会の開催、
記帳研修会の開催、記帳推進指導員の設置をしたほか、生産履歴記帳マニュ
アルとして「生産履歴記帳のすすめ」を作成し、関係機関等を通じて県内全
農家に配布し啓発活動を行いました。
・本県奨励品種９品種に新品種「ちば28号」を加えた10品種について、識別
の可否を検討し、「ふさおとめ」と「ちば28号」以外は識別できるようにな
りました。
３　いつでも手に入る「千葉ブランド」のための流通の変革
・千産千消ネットワークの方向性をまとめたことにより、県内で不足する機
能がわかりました。

　これまで、消費者の信頼と連携を基本とした食の
安全・安心対策、安心農産物の象徴である「ちばエ
コ農産物」の生産拡大やトレーサビリティシステム
の構築、農林水産物流通の変革に向けた「千産千
消」及び「千産全消」の推進、ちば食育ボランティ
アを活動の核とした食育の推進などに取り組んでき
ました。
しかしながら、ＷＴＯやＦＴＡ農業交渉等の進展を
含む国内外の産地間競争の激化や担い手不足による
県民への食の供給基盤の脆弱化、県民の食への不
安・健康志向の高まり、「ちばエコ農産物」への需
要の増大など、早急に解決しなければならない課題
が残されており、「食」と「農」の広範な取組に対
して、関係機関との連携を十分確保しながら進めて
いくことが重要です。

　県民の食への不安を払拭し、県民の命と
幸せを守るため、これまでおいしさと新鮮
さで親しまれてきた千葉県の農林水産物に
安全・安心を付加することによって、千葉
産というだけで消費者に選ばれる農林水産
物「千葉ブランド」を確立していきます。
特に「千葉ブランド」を確かなものとして
いくため、ちばエコ農産物の生産拡大の加
速化、新たな農林水産物流通システムの構
築、ブランド戦略としての宣伝活動の強化
などを進めていきます。
そして、一人ひとりのもつ高い技術力を活
かし、創意工夫を凝らした新たな発想に基
づく取組を推進し､経営感覚に優れた農林
水産業者を育成していきます。
　また、この施策を推進するにあたって
は、これまで以上に消費者や有識者などか
らの幅広い意見を施策に反映するための懇
話会などを設置するとともに、地域段階で
施策を確実に実施するため、各地域に市町
村や関係機関・団体とともに連絡協議会等
を設置し、密接な連携・協力の下、千葉ブ
ランドの確立に取り組みます。

Ⅰ　県が開発した科学的根拠に基づく健康生活コーディネートプログラムを
活用し、平成１６年１０月から４つのモデル市町等で事業を実施したことに
より、県民一人ひとりの健康状態や生活習慣に合わせた健康づくりを支援す
る取組がスタートしました。
Ⅱ　民間事業者と共同組織体（コンソーシアム）を組織し、民間と協働を図
りながら事業を推進しました。
Ⅲ　民間事業者との協働により、首都圏住民等を対象とした健康生活コー
ディネート事業と県内観光を結びつけた新しいシステムを創出しました。
Ⅳ　「健康づくりふるさと構想」を担う千葉県独自の人材となる健康生活
コーディネーターを育成するため、カリキュラムの企画・開発を行い、平成
１６年６月から８月にかけて計２１日間の研修を実施し、３９名を育成しま
した。
Ⅴ　QOL調査結果の評価・分析により、参加者の体力年齢の若返りや生活の
質（QOL）の向上が実証され、参加者の９割以上が本事業への継続的な参加
を希望するなどの効果を上げることができました。

県民一人ひとりの健康状態や生活習慣に合わせた健
康づくりを推進し、県民の健康度の向上を図るた
め、平成１６年度に健康生活コーディネートプログ
ラムを開発しました。今後は、県民誰もが容易に健
康生活コーディネートプログラムに基づく健康づく
りができるよう様々な場の提供が必要であり、元気
な中高年齢者ばかりでなく、軽度な要介護者までも
対象とした健康づくりなど、介護予防の推進が求め
られています。
　さらに、県民の多様な健康ニーズに対応するた
め、新たな健康サービスの事業化を促進するととも
に、県内の自然環境などを積極的に活用した健康づ
くりを進めていく必要があります。

平成１６年度にスタートした健康生活コー
ディネート事業を県民の健康づくりの仕組
みの一つとして定着させるために、民間事
業者等（社会福祉法人、フィットネスクラ
ブ、ＮＰＯ法人など）との協働による事業
展開を図ります。
また、介護保険制度の改正をにらみ、健康
生活コーディネート事業と連携した介護予
防への活用可能性を検証するための実証試
験を実施し、千葉県独自の介護予防モデル
を開発します。
さらに、身近で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、地域経済の
活性化を図るため、大学等の研究成果を活
用した新たな健康サービスの事業化を支援
するとともに、魅力ある健康観光商品の開
発や、県内にある豊かな森林を活用した森
林療法等の研究を行います。

　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
の産出額を有する農業
県として大きな役割を
果たしています。
このような中、近年、
農業を取り巻く環境
は、食の安全・安心に
対する関心の一層の高
まり、輸入野菜の増加
やＷＴＯ（世界貿易機
関）農業交渉等に伴う
国際化の進展、産地間
競争の激化など、変革
の時期を迎えていま
す。
そこで、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産
物｢千葉ブランド｣を確
立し、誰でも、ほしい
ときに、いつでも手に
入れることができるよ
う、生産から流通に至
るまでの変革を行って
いきます。

「日本一の安心農産物『千
葉ブランド」の確立』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、安全・安
心で、信頼の「千葉ブラン
ド」の確立については、そ
の象徴である「ちばエコ農
産物」の産地指定数、栽培
計画承認品目数が目標値を
上回るなど順調です。
また、「千葉ブランド」農
産物を生産するための個性
豊かな産地づくりについて
は、既存の事業メニューに
とらわれない、農業者等の
創意工夫を活かしたユニー
クで幅広い対応が可能な公
募型総合支援制度を創設
し、応募のあった35の事業
主体を支援し、多様な産地
づくりが推進されました。
さらに、いつでも手に入る
「千葉ブランド」のための
流通の変革については、
「ちばエコ農産物」販売協
力店を募集し、124店舗の
登録を行うとともに、ちば
エコ農産物フェアの開催等
を通じ、「ちばエコ農産
物」を始めとする県産農産
物の浸透、普及拡大が図ら
れました。

「健康づく
りふるさと
構想」の推
進

千葉県は、従来の健康
づくり施策の殻を破
り、①一人ひとりの具
体的な行動変容に向け
た健康づくり、②民間
と行政が協働した健康
づくり、③千葉県民に
加えて、首都圏をはじ
めとする全国の方々の
健康づくり向上と千葉
県経済の発展、の３つ
のテーマを基本に、新
たな健康づくり施策に
取り組みます。

　「健康づくりふるさと構
想」の実現に向けて概ね順
調に進んでおり、
①健康生活コーディネート
システムを概ね当初のスケ
ジュールどおりに開発
②健康生活コーディネート
事業を４つのモデル市町及
び２つのモデル地域におい
て実施
③健康生活コーディネー
ターを概ね目標どおりに育
成
など一定の成果をあげるこ
とができました。
　今後は、事業を全県に広
めていくため、市町村の拡
大や民間事業者への展開を
図っていく必要がありま
す。

日本一の安
心農産物
「千葉ブラ
ンド」の確
立
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

戦略
５ 市町村等と協力した防犯

キャンペーンの実施
Ａ

地域安全活動指導員の増
員

Ｃ

子ども緊急通報装置の整
備

Ａ

県民・事業者を対象とし
た住宅に係る防犯セミ
ナーの実施

Ｂ

街頭緊急通報システム
（スーパー防犯灯）の整
備

Ａ

施策
１ 市町村合併の促進 Ａ

県と市町村とのよりよい
協力関係の確立

－

権限移譲の推進 Ａ

Ⅰ．市町村合併の促進
市町村合併支援本部による全庁的な取組みを始め、法廷合併協議会への人的
支援やふさのくに合併支援交付金等の合併準備に対する財政支援などを行っ
たことにより、各地域で合併協議が円滑に進行し、平成１６年度において１
０地域３３市町村から合併申請がありました。
Ⅱ．県と市町村とのよりよい協力関係の確立
分権新時代・市町村総合補助金の交付等により、地域の特色に応じた市町村
の自主的・先進的・創造的な事業に対して財政支援を行い、市町村の自主・
自立の推進を図りました。
また、県税務職員の派遣、県税事務所徴収部門への研修生の受入や政策法務
研修の実施により、市町村職員の徴収技術や政策法務能力の向上に寄与しま
した。
なお、市町村の行政課題の検討については、市町村からの検討依頼がなく、
実績がありませんでした。
Ⅲ．権限移譲の推進
　第二次千葉県地方分権推進計画に権限移譲検討項目として掲げる事務を中
心に、移譲対象事務の調査・ヒアリングを行うとともに、市町村の意向を踏
まえ、十分な協議を行い、平成１５年度から１６年度にかけて１０４事務
（経由事務を除く）を移譲しました。
なお、第二次千葉県地方分権推進計画（平成14年度～16年度　１５８事務）
との比較では、平成１４年度からの３ヵ年で、１６３事務（経由事務を含
む）の移譲となります。

・平成１７年度は、平成１６年度中に合併申請の
あった地域のうち、１６年度中に合併した２地域を
除く８地域の合併が予定されており、今後、新市町
の一体的なまちづくりに向け、全庁横断的な支援が
必要です。

引き続き０５アクションプラン重点事業と
して取り組みます。
合併市町の一体的なまちづくりに向け、全
庁横断的な体制により、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。

Ａ　拡大

分権型社会
を支える市
町村への総
合的支援

Ａ　拡大

安全・安心
な生活空間
づくり

都市化の進展による地
域社会の一体感・連帯
意識の希薄化、国際化
の進展など様々な社会
情勢の変化を背景に、
道路や公園など私たち
の身近な場所での犯罪
が増加し、県民の治安
の悪化に対する不安が
広がっています。私た
ちの住むまちが安全で
安心なまちであること
は、県民の共通の願い
です。犯罪を防止し、
県民生活の安全を確保
し、県民が安心して暮
らせる生活空間を回復
していくためには、警
察による犯罪捜査に加
え、県・市町村、事業
者、県民等がそれぞれ
の役割を適切に分担す
るとともに、協働して
地域安全対策を講じ、
犯罪の機会を減らすた
めの環境整備等の施策
や、犯罪被害に遭わな
いための施策を推進す
るなど、「犯罪の起こ
りにくい環境づくり」
に取り組んでいく必要
があります。

「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。

分権型社会を支える市町村
への総合的支援として、順
調に進んでいます。
・自主的な市町村合併の推
進については、平成１６年
度において１０地域３３市
町村から合併申請があり、
このうち、２地域（鴨川
市・天津小湊町、柏市・沼
南町）については、平成１
６年度中に合併しました。
残る８地域についても、平
成１７年度中に合併する予
定です。
・県と市町村とのよりよい
協力関係の確立について
は、地域の特色に応じた市
町村の自主的・先進的・創
造的な事業に対する財政支
援や、税務職員の県・市町
村相互交流、政策法務研修
等、各種の支援を行ってい
ます。
・権限移譲の推進について
は、平成１５年度から１６
年度にかけて１０４事務
（経由事務を除く）を移譲
し、市町村の主体性が発揮
できる体制づくりを進めて
います。

安全で安心な生活空間づく
りの実現に向け順調に進ん
でいます。
主な理由としては、①平成
16年に「千葉県安全で安心
なまちづくりの促進に関す
る条例」を制定したこと、
②防犯に配慮した道路、住
宅、学校等のあり方を具体
的に示した指針を策定した
こと、③安全で安心なまち
づくりを推進していくため
の組織として68団体で構成
する「千葉県安全安心まち
づくり推進協議会」を設置
したこと、④市町村や警察
等との連携・協働により各
種の事業を実施したこと、
⑤県民に対して犯罪発生情
報の提供を開始したことな
どです。
さらに、警察官の増員はじ
め、生活安全条例を制定し
たり、防犯専門の部署を設
置し独自の取組を開始した
市町村が増えたこと、自治
会などの自主防犯パトロー
ル隊が増加したことなど、
各事業主体による様々な防
犯への取組が積極的に行わ
れたことも目標達成に大き
く貢献しました。
こうした様々な取組によっ
て、平成８年以降増加し続
けていた刑法犯の認知件数
も過去最多を記録した平成
14年境に平成15年以降、減
少に転じています。

１　県民一人ひとりの意識啓発・情報提供
　　「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」（以下「条例」
といいます。）に関して積極的なＰＲに努めた結果、県民への周知が進みま
した。また、県警のホームページにひったくり、車上ねらい、自動車盗、侵
入窃盗に係る「犯罪発生マップ」を公開したところ、平成17年1月31日から3
月末までで約15万9千件のアクセスがありました。
２　良好な地域コミュニティづくり
　　県民や事業者など68団体で構成する「千葉県安全安心まちづくり推進協
議会」（以下「協議会」といいます。）を設立しました。また、平成17年3
月末までに「地域防犯情報センター」を8団体、8施設指定したほか、被害者
支援業務を「千葉犯罪被害者支援センター」に委託した結果、914件の被害
者相談等への対応が図られました。
３　子どもたちの安全確保
　　条例に基づき、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､管理に関する指針を策定しました。
４　防犯に配慮した環境整備
　　条例に基づき、犯罪の防止に配慮した道路・公園・駐車場、住宅等の構
造、設備に関する指針を策定しました。

１　県民一人ひとりの意識啓発・情報提供
　　安全で安心なまちづくりに関する基本方針を地
域住民とともに策定するとともに、条例の一層の啓
発に努め、県民の防犯意識の高揚を図っていく必要
があります。また、不審者出没情報などについても
適切に提供していく必要があります。
２　良好な地域コミュニティづくり
　「地域防犯情報センター」への支援のあり方につ
いて検討を進めるとともに、その指定促進を図って
いく必要があります。また、被害者支援の一層の充
実を図る必要があります。
３　子どもたちの安全確保
　　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､管理に関する指針の普及に努
める必要があります。
４　防犯に配慮した環境整備
　　犯罪の防止に配慮した道路・公園・駐車場、住
宅等の構造、設備に関する指針の普及に努める必要
があります。

１　県民一人ひとりの意識啓発・情報提供
　　安全で安心なまちづくりに関する基本
方針を地域住民とともに策定するととも
に、引き続き県民一人ひとりの防犯意識の
高揚を図るため、条例の啓発活動を推進す
るとともに、不審者出没情報など新たな情
報の提供により犯罪被害の未然防止に努め
ます。
２　良好な地域コミュニティづくり
　　地域における自主的な防犯活動を促進
するため、「地域防犯情報センター」への
財政的な支援措置についても検討を行い、
その指定促進を図ります。
　　また、被害者支援の一層の推進のた
め、引き続き被害者支援業務を「千葉犯罪
被害者支援センター」に委託するほか､関
係機関・団体との連携強化により同セン
ターのPRに努めます。
３　子どもたちの安全確保
　　学校等において不審者から子どもたち
の安全を守るため、平成１６年度に策定し
た指針の普及に努めます。特に、県立学校
等県有施設については、指針に基づく整備
に向けた実態調査を行います。
　　また、犯罪の被害に遭いやすい子ども
たちの安全を確保するため、学校安全ボラ
ンティア（スクールガード）を活用した新
たな事業を展開します。
４　防犯に配慮した環境整備
　　防犯に配慮した環境づくりを推進する
ため、平成１６年度に策定した防犯に配慮
した道路・公園・駐車場、住宅等の指針の
普及に努めます。また、県立公園や県営住
宅など県の管理する施設については、指針
に基づく整備に向けた実態調査を行いま
す。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２ 女性のチャレンジ支援策

の検討
Ｃ

市町村男女共同参画計画
策定率

Ａ

県が関与するＤＶ被害者
支援に係る研修の受講者
数

Ａ

農林水産業に係わる女性
起業家数

Ａ

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

Ａ

女性の農業委員数 Ｃ

１　女性のチャレンジ支援策の検討
　　意欲と能力のある女性が様々な分野へ挑戦し、活躍できるようにするた
めには、部局を横断した総合的な支援をしていくことが有効です。そのた
め、庁内各分野における「女性のチャレンジ支援策」の実施状況に係る実態
調査を行い、取組状況を整理しました。今後、次期男女共同参画計画の策定
作業を進めるに当たっての基礎資料となります。
　　また、県職員採用試験に関する広報を行い、幅広く優秀な人材確保を図
りました。
２　市町村、民間団体、事業者等への支援及び連携強化
　・市町村への支援として、市町村職員に対する研修を実施し、市町村職員
の意識啓発を図りました。また、県内６か所で地域セミナーを実施し、男女
共同参画への意識が薄い地域に対しても、意識高揚を図りました。
　・民間団体等への支援及び連携強化として、千葉県女性センターにおい
て、ＮＰＯ等との協働により、より県民のニーズに沿った事業を提供したほ
か、女性団体等、ＤＶ被害者支援団体それぞれについて連絡会議を開催し、
ネットワーク形成を図りました。
　・事業所については、雇用労働関係セミナーの開催により、男女雇用機会
均等法についての周知を図りました。
３　ＤＶ被害者支援の促進、相談支援体制の整備
　・全県的な相談支援体制を整備するため、１４健康福祉センターを地域配
偶者暴力相談支援センターに指定し、ＤＶ相談業務を開始しました。その結
果、身近な相談窓口を利用しやすくなり、相談件数が１，２９３件増加しま
した。また、市町村職員、民間支援者等を含む職務関係者を対象に各種研修
を実施したことにより、関係者の理解を深め、意識・技術の向上に貢献する
ことができました。
　・ＤＶ家庭の子どもへの支援については、児童虐待マニュアルプロジェク
トチームへの参加により対策を検討しましたが、同マニュアルを活用した研
修は、次年度に実施することとなりました。
　・ＤＶに悩む男性を対象とする一日電話相談を実施することにより、男性
の相談ニーズに応えました。

４　農林水産分野における女性の政策・方針決定過程への参画促進、能力開
発
・市町村や関係団体に対する研修や啓発を行うとともに、「千葉県農山漁村
女性団体ネットワーク」に対する支援を行ったこと等により、女性の農業委
員が２人、ＪＡの役員が５人、漁協の役員が１人増え、さらに一部地域では
女性団体のネットワーク活動の動きが見られるようになりました。
また、家族経営協定の推進に重点的に取り組んだ結果、例年を大きく上回る
調印（100戸以上）が行われました。
・女性起業活動フォローアップ事業については、地域活性化のための交流施
設実現を前に、女性を中心とした加工活動の基礎となる施設が完成しまし
た。
・農業者と消費者の交流活動促進事業については、農業者や消費者の代表者
で構成する「農業者と消費者の交流促進協議会」を中心に農産物の販路拡大
や有利販売を目的とした活動に女性が加わることにより、農村における女性
の社会参画が図られました。
５　男女共同参画に係る調査研究、周知
　・次期男女共同参画計画策定のための基礎資料として、男女共同参画に関
する県民意識調査を実施し、現状を把握することができました。
　・パートタイム労働者実態調査を実施することにより、民間事業所で働く
パートタイム労働者の賃金や労働条件等の処遇改善を図るための資料を提供
することができました。

１　女性のチャレンジ支援策の検討
　　意欲と能力のある女性が様々な分野へ挑戦し、
活躍できるようにするため、各分野の県民の意見を
幅広く聴きながら、総合的な「女性のチャレンジ支
援策」を取りまとめる必要があります。
２　市町村、民間団体、事業者等への支援及び連携
強化
　・市町村職員を対象とした研修については、男女
共同参画に対する取組が遅れている市町村からの参
加が得られにくい状況となっており、研修内容等の
工夫が必要です。
　・民間団体等の主体的なかかわりを一層促進する
ため、企画段階からの参画が求められます。
・パートタイム労働者の正規労働者との均衡処遇対
策に係る取組が必要です。
３　ＤＶ被害者支援の促進、相談支援体制の整備
　・各健康福祉センターに寄せられたＤＶ相談件数
には地域差があり、相談窓口の周知も十分ではない
と考えられるため、一層の広報啓発に努める必要が
あります。
・ＤＶ相談件数やＤＶへの取組に地域差があるた
め、研修内容も地域により考慮する必要がありま
す。
　・児童虐待マニュアルを活用し、ＤＶ家庭の子ど
も支援について研修をする必要があります。
・今後も外国籍女性の相談・一時保護は増加するも
のと考えます。また、ＤＶに対する認識や情報につ
いて周知を図る必要があると考えます。
・ＤＶに悩む男性は潜在的にもっと多いと思われる
ため、年間一日のみの窓口開設では、ニーズに対応
しきれないと考えます。
４　農林水産分野における女性の政策・方針決定過
程への参画促進、能力開発
・事業推進の成果として県や地域の女性団体ネット
ワークが動き始め、女性の農業委員やＪＡ、漁協等
の役員が増えつつありますが、農林水産業や地域社
会の意思決定の場への女性の参画は十分とはいえな
いことから、これを全県的な動きに拡大するため引
き続き支援を行う必要があります。
・女性起業活動フォローアップ事業については、多
様化する農村女性起業活動の形態に合わせた支援内
容を検討する必要があります。農業者と消費者の交
流活動支援事業については、農業者と消費者を結び
付けていくような交流の機会を多く持つ必要があり
ます。
５　男女共同参画に係る調査研究、周知
　　パートタイム労働者実態調査については、調査
結果の提供にとどまっていることから、企業が、調
査結果を基に問題点の把握や改善に向けてデータを
活用していく必要があります。

１　女性のチャレンジ支援策の検討
　　次期男女共同参画計画の策定に当た
り、「女性のチャレンジ支援策」につい
て、県民の意見を聴きながら、そのニーズ
に沿った形で盛り込んでいくこととしま
す。
２　市町村、民間団体、事業者等への支援
及び連携強化
　・特に男女共同参画への関心が低い地域
の市町村職員の理解の促進を図るため、市
町村職員を対象とした研修について、研修
内容及び開催回数等も含め、より参加しや
すい方策を検討します。
　・県民の男女共同参画に関する理解の促
進を図るため、県民のニーズを把握してい
るＮＰＯ等との協働事業を推進し、効果
的・効率的な事業実施に努めます。
・雇用労働関係セミナーについては、今後
も継続していく必要があります。
３　ＤＶ被害者支援の促進、相談支援体制
の整備
・ＤＶに対する認識をより浸透させるた
め、広報啓発を推進します。
・地域ごとに実施する職務関係者研修につ
いては、今年度のアンケート結果も踏まえ
て、講義内容を検討します。
・ＤＶ家庭における子ども支援として、児
童家庭課と連携して、子育て関係機関や学
校等の職員を対象に、児童虐待対応マニュ
アルを活用した研修を実施します。
・外国籍ＤＶ被害者支援のため引き続き通
訳事業を実施するほか、外国語によるＤＶ
啓発リーフレットを作成・配布します。
・男性のための電話相談窓口を週１回開設
し、男性からの相談ニーズに応えます。

男女共同参
画社会の実
現

Ａ　拡大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。

男女共同参画社会の実現に
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。
農林水産業に係わる女性起
業家数、農山漁村いきいき
セミナー修了者数について
目標年度より１年早く目標
数値を達成することができ
ました。
　しかし、市町村男女共同
参画計画策定率や女性の農
業委員数は、着実に伸びて
いるものの、目標の達成に
向けては、より一層の取組
が必要と考えられます。
なお、男女共同参画社会の
実現には、取組に対する地
域差や性別による固定的役
割分担意識が強く影響して
います。

４　農林水産分野における女性の政策・方
針決定過程への参画促進、能力開発
・農林水産業や地域社会の意思決定の場へ
女性の参画を促進するため、引き続き「千
葉県農山漁村女性団体ネットワーク」に対
する支援を行います。また、推進の目安と
している「千葉県農山漁村いきいき指標」
は１７年度で最終年度となりますが、農林
水産業や地域社会の意思決定の場への女性
の参画は依然として十分とはいえないこと
から、１８年度以降の推進目標となる新た
な指標を作成し推進に努めます。
・女性起業活動フォローアップ事業につい
て、多様化する起業活動の形態に合わせた
内容の新たな事業により展開していきま
す。
・農業者と消費者の交流活動支援事業につ
いては、本事業をきっかけとして、各地域
において女性が積極的に参加出来る機会と
して、農業者と消費者の交流活動を展開し
ていきます。
５　男女共同参画に係る調査研究、周知
・男女共同参画に関する県民意識調査の結
果を踏まえ、次期男女共同参画計画を策定
します。
・パートタイム労働者実態調査については
３年ごとに実施しており、今後も同様の方
法で実施します。また、仕事のための時間
と、自分の生活のための時間のバランスが
とれるような「多様な働き方」を選択でき
るよう、働き方を見直していくこと等の取
組が求められていることから、次年度は、
県内の民間事業所を対象に労働時間、休
日、休暇制度等の実態を把握するために労
働時間等実態調査を実施します。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
３ ＮＰＯに対する理解の促

進
Ｂ

ＮＰＯの自立した活動の
強化

Ｂ

ＮＰＯとの協働の推進 Ｂ

Ｂ　改善Ⅰ　ＮＰＯの理解の促進
　ＮＰＯ活動が活発に展開されるためには、ＮＰＯ
についての県民の理解を促進することが基本的な環
境整備です。県内ではＮＰＯの活動がまだ十分に実
感されるまでにいたっていない地域もあります。そ
のため、今後も引き続きＮＰＯの理解促進に資する
事業を実施していく必要があります。
Ⅱ　ＮＰＯの自立した活動の強化
　ＮＰＯの自立した活動の強化は、ＮＰＯが継続し
た活動を確保するために必要な課題です。ＮＰＯ法
人などの数は急激に増えてきましたが、一方でその
事業力強化が大きな課題であり、今後も引き続きＮ
ＰＯの自立を支援し、活動を強化する事業を実施し
ていく必要があります。
Ⅲ　ＮＰＯとの協働の推進
　ＮＰＯとの協働については、県とＮＰＯの両者に
とって活用しやすい協働事業の仕組みが求められま
す。協働事業に応募する件数は増えていますが、事
業として採択される事業が増えていないといった現
状にあります。ＮＰＯと行政との相互理解の促進、
県とＮＰＯとの協働事業提案制度の仕組みの見直し
が必要となります。

　ＮＰＯの活動分野は福祉、子育て、環境、まちづ
くりと様々で、また分野横断的に地域課題に取り組
んでいます。これに応じて県としても一層の部局横
断的、全庁的な取組みが必要となります。また、多
くのＮＰＯは単一の市町村内で活動しており、ＮＰ
Ｏ立県千葉を実現していくためには、市町村の協力
が欠かせません。そのため、市町村との連携・協力
関係の確立、市町村のＮＰＯ施策への支援が必要と
なります。

Ⅰ　ＮＰＯの理解の促進
　今後も引き続き、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）の理解を促進のため、情
報誌、ニュースリリース、メールマガジン
の発行などＮＰＯ活動広報事業を実施して
いきます。なお、参加型の事業の周知方法
も含め、より効果的な広報を検討します。
Ⅱ　ＮＰＯの自立した活動の強化
　実務講座、活動発表会の充実を図るとと
もに、ＮＰＯの事業力向上を図るセミナー
等を実施していきます。また、ＮＰＯへの
財政支援のあり方を検討します。
Ⅲ　ＮＰＯとの協働の促進
　協働事業の一層の効果的な実施のため、
ちばパートナーシップ市場事業について、
協働促進委員会の設置、意見交換会の充実
など、その改善を図ります。

　ＮＰＯ活動を推進していくためには、全
庁的取組み、地域事情に十分に配慮しつつ
市町村との連携・協力関係の構築など、そ
の基盤整備を図っていく必要があります。
そこで、県と市町村職員がともにＮＰＯに
ついて学び、直面する課題や今後のＮＰＯ
施策について議論するフォーラムの開催や
ＮＰＯ施策の共同研究を実施するととも
に、ＮＰＯ担当以外の市町村職員を対象と
してＮＰＯ活動の現場体験を取り入れた参
加体験型の研修会（パートナーシップ推進
塾）を開催し、市町村との連携事業に重点
的に取り組みます。
また、ＮＰＯ法を適正に運用していくた
め、ＮＰＯ法の趣旨を十分に踏まえ、ＮＰ
Ｏ法運用マニュアルを策定します。
さらに、県では千葉県ＮＰＯ活動推進指針
に基づき各種ＮＰＯ施策を展開していると
ころですが、17年度はこの指針の見直しの
時期に当たるため、県内各地でタウンミー
ティングを開催し、県民、ＮＰＯ、市町村
の意見を聴きながら、県民・ＮＰＯと協働
した新たな指針（行動計画）づくりに取り
組みます。

ＮＰＯ立県
千葉の実現

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、ＮＰＯ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。

ＮＰＯ立県の実現、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。
県民ＮＰＯ講座や出前説明
会などに約5,000人が参加
し、加えて新たにメールマ
ガジンを発行（登録数900
件）したことなどにより、
県民のＮＰＯに対する理解
が促進されつつあります。
ＮＰＯ実務講座の開催、
県、市町村、ＮＰＯがとも
に築く地域社会事業（モデ
ル４市）の実施、ＮＰＯ活
動費補助金事業により、Ｎ
ＰＯが自立した活動を継続
して行えるよう支援しまし
た。
行政の縦割りを排したＮＰ
Ｏとの意見交換会（４回
587名参加、うち県庁111課
177名）を開催し、部局横
断的に県庁内の10課が係っ
た県とＮＰＯとの協働事業
を4件実施しました。この
ように、全庁的な取り組み
を進めたことにより、県庁
内では、着実にＮＰＯとの
協働に向けての基礎固めが
進んでいる状況です。ま
た、17年度実施事業の提案
を公募したところ、49件の
申請（15年度は33件）があ
り、選考会では申請内容が
前年度よりも向上したこと
が評されていますが、採択
は5件にとどまりました。

Ⅰ　ＮＰＯに対する理解の促進
　　ＮＰＯ活動を促進するにあたり、地域のＮＰＯ活動への理解が必要で
す。このため、ＮＰＯ活動情報誌の発行（年5回、6，000部）、県民ＮＰＯ
講座の開催（県内8か所、528人参加）、出前説明会（51回、2,380人参加）
などを実施しました。その結果、ＮＰＯに対する理解は着実に進んでいます
が、県内各地へのＮＰＯ活動の成果の浸透という面では、まだ十分とはいえ
ない状況です。
Ⅱ　ＮＰＯの自立した活動の強化
　　ＮＰＯが自立した活動を継続的に行うことが、地域の課題解決力の向上
につながります。ＮＰＯの自立を支援するため、ＮＰＯ実務講座（288人参
加）、ＮＰＯ活動費補助金（申請43団体、採択28団体）などを実施しまし
た。また、ＮＰＯが他のＮＰＯから、活動のコツや事業手法を学ぶＮＰＯ活
動発表会を開催し、地域大会、県大会を含めて559人の参加がありました。
県内のＮＰＯは事業規模の小さなところ、活動の展開に悩んでいるところが
多く、今後も、継続して活動強化への支援が求められている状況です。
Ⅲ　ＮＰＯとの協働の推進
　ＮＰＯとの協働によって、県民にとってより大きな効果の期待できる事業
があり、それはより良い地域づくりにつながります。ＮＰＯとの協働を推進
するため、県とＮＰＯとの意見交換会を４回実施し、587人（うち県庁内111
課177人参加）が参加しました。また、県とＮＰＯとの協働事業（申請49
件、採択5件）、ＮＰＯ活動提案募集事業（申請11件、採択5件）などを実施
しました。しかしながら、ＮＰＯとの協働はまだ十分とは言えない状況で
す。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
４

文化を創造するための環
境づくりの促進

主体的な県民参画による
文化活動の充実

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

Ａ　拡大１　文化を創造するための環境づくりの促進
・文化を創造するための環境づくりを促進するため
には、ＮＰＯ団体・文化ボランティア・企業メセナ
等の活用を図る必要があるとともに、文化活動の拠
点となる場の確保のため、既存施設の活用範囲の拡
大や、さらに魅力ある公演内容について検討し広報
していく必要があります。
２ 主体的な県民参画による文化活動の充実
　 ・県民の主体的な文化活動を促進するために、
活動団体への支援を積極的に進める必要がありま
す。
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
　　・千葉らしい文化づくりを進めるために、地域
の人材や文化資源を活用した事業展開の検討が必要
です。

ちば文化の
創造に向け
て

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。

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の
促進をはかるため、「県民
芸術劇場公演」や「千葉県
文化振興財団各種公演事
業」を開催し、入場者数・
参加者数がそれぞれ７
５％、４８％増加したこ
と、②主体的な県民参画に
よる文化活動の充実を図る
事業では、「千葉･県民芸
術祭」として童謡フェス
ティバルや美術・邦楽・洋
楽などの芸術文化団体によ
る事業を展開し多くの参加
者があったこと、③自然や
文化遺産等の特性を活かす
千葉らしい文化づくりを進
めるため、夷隅地域をモデ
ル地区として「民話の里づ
くり事業」を実施し、
2,703人の参加者があった
ことや「ちばの文化資源再
発見事業」では、豊かな自
然・歴史の中で受け継がれ
てきた文化資源情報につい
て調査し、約2,300件以上
について千葉県ホームペー
ジ「ちば文化交流ボック
ス」に掲載したこと、さら
に県立房総のむらにおける
「製作体験事業」において
は前年比３４％増の体験者
数があったことにより、地
域の文化的魅力や活力を高
めることができたことなど
が挙げられます。

１文化を創造するための環境づくりの促進
　・「ちば街角劇場」では、幕張メッセ・船橋駅北口広場を会場に4回開催
し約600名の参加者があったほか、「県民芸術劇場」では41公演・約20,000
人、千葉県文化振興財団における能や邦楽・洋楽などの各種芸術鑑賞事業39
公演には約40,000人と多くの県民に対して芸術文化に親しむ機会を提供し、
県民のニーズに応えることができました。
２主体的な県民参画による文化活動の充実
・美術・邦楽・洋楽などの芸術文化団体による事業を24事業開催し約76,000
人の参加者があったほか、ＮＰＯ法人を含むアマチュア文化団体が実施した
12事業に対しての助成など、県民参画による文化活動に充実を図ることがで
きました。
また、児童が質の高い文化芸術にふれあう機会として、学校音楽鑑賞教室を
68公演、盲･聾･養護学校巡回コンサートを14公演実施しました。
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
・「ちばの文化資源再発見事業」では、豊かな自然・歴史の中で受け継がれ
てきた文化資源情報について調査し、約2,300件以上について千葉県ホーム
ページ内に開設した「ちば文化交流ボックス」に掲載したほか、夷隅地域を
モデル地区として実施した「民話の里づくり」事業では、いすみ民話まつり
や民話学習会・語り方教室等を開催し、地域の文化的魅力や活力を高めるこ
とができました。
また、県立房総のむらにおける「米づくり等製作体験事業」には約50,000人
の体験参加者があったほか、文化遺産の中で行う邦楽や洋楽などのコンサー
ト等の後援や新たに5件の「伝統的工芸品業種」について指定を行うなど、
伝統文化の継承や後継者の育成に取り組みました。

Ａ

人と人との活発な交流を図り、新たな「ち
ば文化」を創造するための事業展開を進め
ます。
１　文化を創造するための環境づくりの促
進
・ＮＰＯ団体・文化ボランティア・企業メ
セナ等の活用を図るため、「ちば文化交流
ボックス」の拡充を進めるとともに、地域
の活力や魅力の向上を図るため、既存の公
共施設を文化活動の場として活用する方策
について検討を進めます。
２ 主体的な県民参画による文化活動の充
実
・県民の主体的、創造的な文化活動に対す
る支援を拡充するとともに、美術、邦楽、
洋楽等の芸術文化団体との共催による「千
葉・県民芸術祭」等の事業を実施し、県民
参画による文化活動の充実を図ります。
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
・ちばの根っこにある文化を意識しつつ、
地域の特性を生かした文化づくりのため
に、地域に埋もれた人材の掘り起こしや、
本県の歴史・文化の多様性と豊かさを実感
してもらう「ちばの街道を歩こう事業」
「民話の里づくり事業」を実施し、観光
ルートとしての活用と地域の振興を図りま
す。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
５

ブロードバンド化の促進 Ａ

IT利活用能力の向上 Ｂ

身体障害者のIT活用の促
進

Ｂ

中小企業のIT活用の促進 －

電子県庁の構築推進 Ａ

Ｂ　改善Ⅰ　ブロードバンド化の促進
　　光ファイバ接続可能市町村数は全市町村数の半
分以下にとどまっているので，今後も整備を働きか
ける必要があります｡また交番へのパソコンの整備
も完了していませんので，継続する必要がありま
す｡
Ⅱ　IT利活用能力の向上
　　県立学校のネットワークについてはまだ充実す
る余地がありますので，今後もサービスの充実を図
る必要があります｡
Ⅲ　身体障害者のIT活用の促進
　　身体障害者情報バリアフリー化支援について
は，まだ対象者が残っていると考えられるので引き
続き行う必要があります｡
Ⅳ　中小企業・農林水産業へのIT活用の促進
　　中小企業のIT利活用はまだまだ進んでいません
ので，今後も引き続き支援をする必要があります｡
幕張新都心にこだわらない展開が必要になります｡
Ⅴ　電子県庁の構築推進
　　電子入札システムを１７年度から導入しますの
で，スムーズに利用を拡大する必要があります｡
　　汎用受付システムについては，１７年度末の稼
動開始に向け開発を進める必要があります｡

Ⅰ　ブロードバンド化の促進
　　光ファイバによるブロードバンドサー
ビスの普及のため，通信事業者への要望活
動等を行います｡
　　警察業務の効率化を図るため，警察情
報ネットワークの拡充とパソコン整備を行
います｡
Ⅱ　IT利活用能力の向上
　　県民生活における情報化を推進するた
めに，IT講習を引き続き継続します｡
　　県立学校における情報教育を進めるた
めに，教育情報ネットワーク事業等を継続
します｡
Ⅲ　身体障害者のIT活用の促進
　　身体障害者情報バリアフリー化支援の
ため，パソコン周辺機器等の助成事業を継
続します｡
Ⅳ　中小企業・農林水産業へのIT活用の促
進
　　中小企業のIT利活用促進のため，イン
ターネットでの企業紹介等の取組を通じ
て，県内産業の振興を図ります｡
　　生産者と消費者への情報提供を図るた
め，農林水産情報システム化推進事業を継
続します。
Ⅴ　電子県庁の構築推進
　　公共事業・物品調達など手続の透明性
や競争性の一層の向上を図るための電子入
札の初年度導入をスムーズに進めます｡
　　住民サービスの向上，行政事務の効率
化のため，汎用受付システムの開発を行い
ます｡

情報化の推
進

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
きいきとする暮らしの
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。

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電子入札システムが完成
したこと 等が挙げられま
す｡一方「重度視覚障害者
（児）等への周辺機器等助
成件数」は目標の６０件
に，「障害者向けIT講習受
講者」も目標の772人に達
しませんでしたが，助成申
請４９申請（前年度より２
件増）全て支給決定できた
こと，またIT講習受講につ
いても申込者が全員受講で
きたことから制度は順調に
運営されていると言えま
す｡

Ⅰ　ブロードバンド化の促進
　　民間事業者への働きかけにより，光ファイバ接続可能市町村が増加しま
した｡
　　端末設置交番を増加させたため，交番業務の効率化が進みました｡
Ⅱ　IT利活用能力の向上
　　障害者等へのIT講習の実施により，県民のIT利活用能力が向上しまし
た｡
　　県立高校のインターネット環境を向上させ，インターネットを学習に利
用できるようにしました｡
Ⅲ　身体障害者のIT活用の促進
　　メール１１０番システムを構築し，障害者等が安全・安心に暮らせる役
割を果たしました｡
　　身体障害者情報バリアフリー化支援を実施し，障害者のIT活用の手助け
ができました｡
Ⅳ　中小企業・農林水産業へのIT活用の促進
　　当初予定していた幕張新都心における次世代IT実証実験事業は実施でき
ませんでしたが，代わりにIT人材育成講座を開催し，不足している高度IT人
材の育成が図られました｡
　　農林水産業情報システム等の運営により生産者及び消費者へ効果的な情
報提供が図られました｡
Ⅴ　電子県庁の構築推進
　　電子入札システムが完成し，１７年度から稼動できるようになりまし
た｡
　　汎用受付システムの基本設計が完了し，１７年度の開発に向け順調に進
んでいます｡
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
６ 健康福祉千葉方式の展開 Ａ

地域福祉推進体制の整備 Ａ

健康福祉分野の人材育成
の推進

Ｂ

健康福祉情報の一元化と
情報障壁（バリア）の解
消

Ａ

　千葉県地域福祉支援計画に基づいて、市町村の地域福祉推進策への支援と
して、５市の市町村地域福祉策定計画の策定を支援しました。また、地域福
祉フォーラムが円滑に設置されるように、全県域組織である県地域福祉
フォーラム事務局を設置ました。その結果、広域（健康福祉センター保健所
区域）・基本圏域（市町村域）福祉フォーラムも各地域で組織化されまし
た。
　また、障害者等が自ら参画した作成した県内初のシステムとして「ちばバ
リアフリーマップ」を作成・公開し、内容の充実を図りましたので、ユニ
バーサルなまちづくりを推進する上で一定の成果をあげることができまし
た。
３　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。
　福祉塾及びジュニア福祉塾の開催は、地域での自主的な勉強会等を通して
福祉従事者等の資質向上や地域での人的ネットワークの構築に貢献しまし
た。
　また、サービスの受け手の気持を理解したピアヘルパーを養成するため、
知的障害者を対象とした訪問介護員養成研修の指定事務を4件行いました。
その結果、知的障害者約70名が訪問介護員養成研修3級課程の資格を取得し
ました。
４　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。
保健・医療・福祉に関する各種相談の総合窓口としての機能の充実を図るた
め、全健康福祉センターに「配偶者暴力相談支援センター」を開設し、中核
地域生活センター等福祉関係機関と連携を図りました。その結果、相談者へ
の助言や情報提供等のワンストップ化が促進できました。
　また、健康福祉・情報の森ホームページの検索システムを県民が利用しや
すい仕様に変更し、また、在宅介護の情報を追加しました。その結果、１月
あたりのアクセス件数が2000件から3000件へ増加しました。

１　健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させます。
　2005年アクションプラン策定作業部会及び21世紀健康福祉戦略検討委員会
における検討を踏まえ、県民の意見を取り入れた2005年アクションプランの
案を作成しました。また、健康福祉千葉方式により、平成16年７月に「第三
次千葉県障害者計画」を、平成17年3月に「千葉県次世代育成支援行動計
画」を策定し、さらに千葉県地域福祉支援計画推進作業部会を立ち上げ、同
計画の推進において県民の意見を反映させるなど、健康福祉千葉方式の定着
を図ることができました。
　一方、健康福祉千葉方式への企業の理解が進んでいないことから企業人会
議の発足には至っておりません。
２　地域福祉推進体制の整備（誰もが暮らしやすいユニバーサルなまちづく
り）を推進します。

健康福祉千
葉方式によ
る施策推進
のための基
盤整備

Ｃ　現状維持　「県民一人ひとりが
いきいきとする暮らし
の創造」に向け、「千
葉・健康福祉の５原
則」を理念に、「健康
福祉千葉方式」による
施策をより実践的・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視
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、ＮＰ
Ｏ、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。

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。
　県の取り組みについて
は、2005年アクションプラ
ン策定作業部会及び21世紀
健康福祉戦略検討委員会に
おける検討を踏まえ、県民
の意見を取り入れた2005年
アクションプランの案を作
成し、また、健康福祉千葉
方式により、「第三次千葉
県障害者計画」及び「千葉
県次世代育成支援行動計
画」を策定するなど、健康
福祉千葉方式の定着を図る
ことができました。一方、
健康福祉千葉方式への企業
の理解が進んでいないこと
から企業人会議の発足には
至っておりません。
　千葉県地域福祉支援計画
に基づいて、市町村の地域
福祉推進策への支援とし
て、５市の市町村地域福祉
策定計画の策定を支援しま
した。また、地域福祉
フォーラムが円滑に設置さ
れるように、全県域組織で
ある県地域福祉フォーラム
事務局を設置ました。その
結果、広域（健康福祉セン
ター保健所区域）・基本圏
域（市町村域）福祉フォー
ラムも各地域で組織化され
ました。
　また、福祉塾及びジュニ
ア福祉塾の開催は、地域で
の自主的な勉強会等を通し
て福祉従事者等の資質向上
や地域での人的ネットワー
クの構築を図るうえで一定
の成果をあげることができ
ました。
保健・医療・福祉に関する
各種相談の総合窓口として
の機能の充実を図るため、
全健康福祉センターに「配
偶者暴力相談支援セン
ター」を開設し、中核地域
生活センター等福祉関係機
関と連携を図りました。そ
の結果、相談者への助言や
情報提供等のワンストップ
化が促進できました。

１　健康福祉千葉方式を定着させ、もっと発展させ
ます。
　県内市町村における健康福祉千葉方式の取組みを
支援するとともに、企業における健康福祉千葉方式
の理解を進める必要があります。
２　地域福祉推進体制の整備（誰もが暮らしやすい
ユニバーサルなまちづくり）を推進します
　小域福祉フォーラムを立上げのための支援方法に
ついて、市町村と連携調整を図ることが必要です。
３　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。
　福祉塾及びジュニア福祉塾の開催を県内各地で開
催できるように、その地域で格となるような団体の
育成が必要です。
４　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。
　新設事業者の情報がリアルタイムに反映できるよ
うに入力方法等を改善する必要があります。

１　健康福祉千葉方式を定着させ、もっと
発展させます。
　引続き、健康福祉千葉方式について情報
発信を行います。
２　地域福祉推進体制の整備（誰もが暮ら
しやすいユニバーサルなまちづくり）を推
進します。
　小域福祉フォーラムの立上げについて、
市町村と協働して支援を行います。
引続き、千葉県福祉のまちづくり条例の見
直しの検討を行います。
３　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。
　福祉塾及びジュニア福祉塾が健康福祉セ
ンターの圏域ごとに開催できるようにしま
す。
引続き、障害者を対象とした訪問介護員養
成研修の指定を促進するとともに、ホーム
ページ等を活用して受講希望者等に情報提
供を行います。
４　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。
　引続き、各課と協力し、システムの改善
に取り組みます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
７ グループホームや在宅支

援施策の推進
Ａ

Ａ

Ｃ

地域福祉に貢献する起業
支援と地域での就労促進

Ｃ

若手福祉従事者の待遇改
善

Ｃ

一方、地域に密着した福祉サービスを展開する民間事業者等の資金調達の支
援については、研究会で検討したしましたが、事業実施に至りませんでし
た。
４　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。
　障害者等の自立を支援するために、福祉作業所等の職員に対して営業を応
援する事業として、研修会を延べ16日間開催し、106施設・195人が参加しま
した。また、県下７会場で21作業所に対して個別経営相談を実施しました。
その結果、職員の営業活動の重要性を認識、自助努力への意欲を高めること
ができました。

１　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
（グループホーム）の整備や在宅支援施策を推進します。
　仕事と家事の両立を支援するため、仕事と家事両立支援事業（ファミ
リー・サポート・センター）を14市、子育てリフレッシュサービス促進事業
（ミニ・ファミリー・サポート・センター）を２市町が事業実施しました。
その結果、在宅育児に対しての援助や、子育て支援の決めこまやかな対応を
図ることできました。また、地域子育て支援センターを76か所設置しました
ので、子育てに対する不安、負担感の軽減を図ることができました。
地域での生活の場を確保していくために、児童自立援助グループホーム、里
親型ファミリーグループホーム、認知症高齢者グループホーム、障害者グ
ループホーム等を整備しました。
一方、高齢者と障害者共生型グループホームのモデル事業では、検証期間が
４ヶ月の期間であったため、共生による効果や課題等の最終的な把握まで至
りませんでした。
２　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。
　民間と行政が一体となった支援体制を推進するため、福祉の総合相談機能
(２４時間体制)・権利擁護機能(福祉救急隊)・福祉のコーディネート機能を
併せ持った民間サイドの拠点となる中核地域生活支援センターを各健康福祉
センターの圏域に開設しました。その結果、多くの福祉の相談が寄せられる
ようになりました。
　また、高齢者や障害者が良好な居住環境もとで生活ができるようするため
には、介護支援専門院現任研修や障害者マネジメント従事者研修等を開催
し、介護支援専門員や障害者ケアマネージメント従事者が居住環境に関する
知識・情報に対して理解の深化をはかれました。
３　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。
　新たに起業を希望する事業者等の支援に対して、研究会で各々のニーズや
課題を把握することはできました。その結果、障害者就労モデル事業を１件
事業化にすることはできました。

地域・家庭
に重点を置
いた生活
（自立）支
援

Ｃ　現状維持　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・家庭に重点を置いた
生活（自立）支援は概ね適
切に実施しました。
　その理由として、①仲間
と一緒のお家（グループ
ホーム）の整備や在宅支援
施策の推進については、児
童自立援助ホーム、里親型
グループホーム、認知症高
齢者グループホーム、障害
者グループホーム等を整備
しました。また、健康福祉
千葉特区については、区域
及び事業所数が大幅に拡大
しました。②民間と行政が
一体となった支援体制の推
進については、中核地域生
活支援センターを各健康福
祉センターの圏域に開設し
ました。その結果、多くの
福祉の相談が寄せられるよ
うになりました。③地域福
祉に貢献する起業支援と地
域での就労促進では、新た
に起業を希望する事業者等
の支援の結果、障害者就労
モデル事業を１件事業化す
ることはできました。
④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）の推進について
は、福祉作業所等の職員に
対して営業を応援する事業
を取り組んだところ、職員
の営業活動の重要性を認
識、自助努力への意欲を高
めることができました。

１　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
（グループホーム）の整備や在宅支援施策を推進し
ます。
　全ての保育所を子育て支援センターにするため
に、引続き、設置促進を図る必要があります。
認知症高齢者グループホームについては、平成17年
度以降市町村が補助主体となるため、グループホー
ム整備に対する支援のあり方を検討する必要があり
ます。
　また、障害者グループホームについては、障害の
重い重度・重複障害者等の人でも生活できるグルー
プホーム整備について検討する必要があります。
２　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。
　中核地域生活支援センターについて、さらに、就
労支援等機能の充実について検討することが必要で
す。
３　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。
　地域福祉に関する事業者の企業をするためには、
既存の企業と協力を図るとともに、起業のためのマ
ニュアル作成や起業を支援する組織の立ち上げが必
要です。
４　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。
　各作業所間の連携が必要となります。

１　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
（グループホーム）の整備や在宅支援施策
を推進します。
地域子育て支援センターの未設置市町村の
解消を図るため、設置奨励策を検討しま
す。
認知症高齢者グループホーム整備に対する
県の助成制度、また、障害の重い重度・重
複障害者等の人でも生活できるグループ
ホームの創設について検討します。
２　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。
　中核地域生活支援センターについては、
将来的に県内全市町村へ拡大できるように
検討していきます。
３　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。
　引き続き、事業実施に向け、研究会にお
いて検討をしていきます。
４　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。
　作業所単体での営業活動には、限界があ
ることから作業所間ネットワークづくりに
取り組みます。

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
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
８ 健康目標値 －

周産期医療・保健システ
ム構築

－

地域リハビリテーション
支援体制

Ｂ

精神障害者の社会的入院
解消

－

１　「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
健康づくりを進ます。
　乳がんの早期発見・早期診断の一層の精度管理の向上維持を図るために、
県独自の乳がん検診実施ガイドラインを策定するとともに、マンモグラフィ
検診従事医師等研修を4回開催し、186名が参加しました。その結果、読影医
師66名、撮影技師等50名がマンモグラフィ精度管理中央委員会認定を受け、
知識・技術を向上させることができました。また、県内全市町村にマンモグ
ラフィ検診を導入しました。
　生涯にわたる歯科保健活動を推進し、8020の達成を図るため、8020運動推
進運営委員会を開催するとともに、妊婦に対する歯科検診事業、シルバー人
材センター会員に対する口腔検診事業や保育所保育士に対する乳幼児口腔環
境等に対する研修等を実施しました。その結果、妊産婦等検診受診者の口腔
保健に対する意識の向上を図ることができました。
　また、保育園・幼稚園児、小中学生の心の健康を支援するため、保育所の
保育士や幼稚園の教諭及び保護者を対象とした講習会4回、個別相談会4回を
開催するとともに、公立中学校275校にスクールカウンセラーを配置したと
ころ51,666件の相談がありました。
２　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。
　二次保健医療圏を含む千葉県保健医療計画を見直し、夷隅長生市原保健医
療圏を夷隅長生保健医療圏と市原保健医療圏に分割したことで、当該地域に
おける医療資源の偏在の解消に必要な基準病床数の創出が図られました。ま
た、医療水準の遅れが見られる山武地域において、地域の保健医療体制供給
体制の再構築に向けて、山武地域における公立病院の新しい枠組みを目指す
ための「山武地区医療センターの整備運営についての基本方針」が決定され
ました。
　千葉県で多くの優秀な医師を確保し慢性的な医師不足を解消するため、全
国の医学生を対象とした臨床研修病院合同セミナーを開催したところ295名
が参加し、研修医マッチングによるマッチ者数の増加につながり、また、千
葉県リハビリテーションを含む県立８病院において７名の研修医が働くこと
となりました。その結果、医師不足の解消に向け一定の成果があがるものと
期待されております。

　また、夜間や休日に急病になった小児患者や周産期に起こる疾病等への予
防に対応するため、小児救急医療支援事業を４地区、小児急医療拠点病院を
３か所、周産期母子センターを３か所、周産期医療施設の施設整備を１か所
を整備し、安心して子どもを産み育てることができる環境整備を推進できま
した。
　さらに、救急医療について、夜間・休日に発生する救急患者に対応するた
め、患者の重症度に応じ、初期から三次に至る救急医療体制を整備しまし
た。また、医療行為を行いながら救急搬送を行うドクターヘリを整備し、救
命率の向上を図りました。また、害時に多数発生する傷病者に対応するた
め、災害拠点病院を２か所整備しました。
３　誰もが地域で生活・医療を続けられるように、地域医療・在宅医療を充
実します。
　誰もが地域で生活・療養を続けられるように、かかりつけ医・歯科医・薬
局を普及・推進に取り組みました。その結果、かかりつけ歯科医について
は、地区歯科医師会や保健所等と連携のもと、モデル事業を実施し、実施可
能な歯科医院名簿の作成・配布等を行い、病診連携体制の強化、住民への情
報提供ができました。かかりつけ薬局については、県薬剤師会と連携のも
と、高齢者に対する服薬指導等の講習会を開催するとともに、啓発パンフ
レットを作成し県民への周知を図りました。一方、かかりつけ医について
は、県内にモデル地区を設定し、普及・推進を目指しましたが、モデル地区
が決定できずに事業の実施に至りませんでした。
　また、保健・医療・福祉関係機関等の連携により、すみやかに連続したリ
ハビリテーションが受けられるよう、地域リハビリテーション支援センター
を２か所新規指定しました。
４　障害者、高齢者にやさしい医療を確保します。
　障害児(者)が適切な医療が受けられるように、障害者団体と千葉県医師
会、千葉県歯科医師会との連携のもと、障害に関する情報を盛り込んだ「受
診サポート手帳」を37000部発行できました。
　また、休日・夜間において早急に適切な医療を必要とする精神科救急患者
等に対応するため、「精神科救急医療相談窓口」を設置して、県内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、措置・応
急・その他の入院形態に対応した空床を確保するとともに、要措置と認めた
患者の診察や精神保健指定医等が対応する体制等を365日間確保しました。
その結果、救急患者の円滑な医療や保護を図ることができました。

自らつくる
健康と安心
を育む医療

Ｃ　現状維持　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。

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。
　その理由として、①マン
モグラフィ検診従事医師等
研修を4回開催したところ
186名が参加し、乳がんの
早期発見・早期診断の知
識・技術を向上させること
ができました。②全国の医
学生を対象とした臨床研修
病院合同セミナーを開催し
たところ295名が参加し、
研修医マッチングによる
マッチ者数の増加につなが
り、優秀な医師を確保し慢
性的な医師不足を解消する
うえで、一定の成果をあげ
ることができましました。
③小児救急医療支援事業を
４地区、小児急医療拠点病
院を３か所、周産期母子セ
ンターを３か所、周産期医
療施設の施設整備を１か所
整備しましたので、安心し
て子どもを産み育てること
ができる環境の整備を推進
できました。④地域リハビ
リテーション支援センター
を２か所新規指定しました
ので、地域リハビリテー
ション体制整備を推進する
ことができました。⑤障害
に関する情報を盛り込んだ
「受診サポート手帳」を
37000部発行できましたの
で、障害児（者）の地域医
療での受診をスムーズに行
える体制に向け一定の成果
をあげることができまし
た。

１　「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ます。
　マンモグラフィ検診対象者の年齢引下げにより、
今後、マンモグラフィの需要が高まることから読影
医師・撮影技師を養成する必要があります。
２　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。
　小児の二次救急医療体制については整備が十分で
ない地域があります。
　総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医
療センターの施設数が不足しております。
３　誰もが地域で生活・医療を続けられるように、
地域医療・在宅医療を充実します。
　地域リハビリテーション支援センターは、すべて
の二次保健医療圏に指定する必要があります。
　かかりつけ医・歯科医・薬局を支援していくうえ
で、医師・歯科医・薬剤師相互の連携が十分に図ら
れておりません。
４　障害者、高齢者にやさしい医療を確保します。
　障害者に対する適切な医療を提供するうえで、障
害者団体や医療機関との連携強化が必要となりま
す。

１　「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
りを進ます。
　乳がん超音波検診の普及を図るため、そ
の精度管理の一環として超音波検診に従事
する医師を対象とした研修会を開催しま
す。
２　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。
　引き続き、小児医療体制及び周産期医療
体制の整備を推進します。
３　誰もが地域で生活・医療を続けられる
ように、地域医療・在宅医療を充実しま
す。
　千葉県地域リハビリテーション協議会の
意見を聴いて、地域リハビリテーション支
援センターの新規指定に取り組みます。
　モデル地区を選定し、県医師会を中心に
地域でのかかりつけ医・かかりつけ歯科
医・かかりつけ薬局に加え、訪問看護や訪
問介護の関係者相互の連携体制を構築する
事業を展開していきます。
４　障害者、高齢者にやさしい医療を確保
します。
　自立支援員による対象者に対し退院訓練
等の支援を引き続き行い、社会的入院解消
に向けて取り組みます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
９ 権利侵害の予防・回復シ

ステムの構築
Ａ

情報保障（知る権利）の
確立

Ｃ
－

心のバリアフリー Ｃ

一人の人間
としての尊
厳の確保

Ｃ　現状維持　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。

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。
その理由として、①「人権
擁護基準策定」、「権利擁
護機関設置検討」及び「人
権宣言策定」を検討する各
小委員会を設置し、「権利
擁護センター（委員
会）」、「人権擁護基準」
及び「千葉県人権宣言」の
実現に向け課題等をとりま
とめることができました
が、具体的な検討に至りま
せんでした。
②身体拘束廃止に向け、関
係職員を対象とした研修会
を実施し、介護保険施設等
職員446名、障害者職員71
名が受講し職員の意識向上
を図ることができました。
③手話通訳者等の人材を確
保するため、手話奉仕員養
成・要約筆記奉仕員養成講
座等を開催した結果、手話
奉仕員及び手話通話訳者47
名、要約筆記奉仕員31名を
養成することができまし
た。

１　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。
　　千葉県人権施策推進委員会を設置し、その下に「権利擁護機関設置」及
び「人権擁護基準」を検討する各小委員会を設置し、「権利擁護センター
（委員会）」及び「人権擁護基準」の実現に向け課題等をとりまとめること
ができましたが、具体的な検討までは至りませんでした。
　　また、身体拘束の廃止に向け、関係職員を対象とした研修会を実施し、
介護保険施設等職員446名、障害者職員71名が受講し職員の意識向上を図る
ことができました。
２　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。
　　手話通訳者等の人材を確保するため、手話奉仕員養成・要約筆記奉仕員
養成講座等を開催した結果、手話奉仕員及び手話通話訳者47名、要約筆記奉
仕員31名を養成することができました。
　　介護サービスの情報開示の標準化モデル事業を実施するとともに、第三
者評価員（調査員）の研修を行い、モデル評価、検証会議を開催しました
が、その結果、第三者評価員（調査員）が判断に迷う項目があるなどまだ十
分なものといえませんでした。また、第三者評価事業は質の高い福祉サービ
スを確保するため、第三者評価システムの構築等について検討を行いまし
た。
３　600万県民の心のバリアフリーを提案します。
　　千葉県人権施策推進委員会を設置し、その下に「千葉県人権宣言」の策
定を検討する小委員会で「千葉県人権宣言」の策定に係る課題等をとりまと
めましたが、具体的な検討までは至りませんでした。
　　心のバリアフリーの解消に向け、保育所や幼稚園などに延べ20団体に人
権啓発ビデオの貸出を行い、延べ4,205人の子どもが視聴し、子ども世代へ
の人権意識の醸成を図ることができました。
　　一方、障害者や高齢者が地域行事等に積極的に参加することができる行
事等の支援については、県として一定の地域における行事等をモデル的に支
援することが困難であることから事業実施に至りませんでした。

１　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。
　身体拘束の廃止を促進するためには、経験を踏ま
えた専門的な助言指導ができるような人材の育成を
行う必要があります。
２　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。
　　第三者評価モデルの実施については、平成18年
度以降のスタートしていくこと方向で検討していま
すが、これに伴う調査員の選定、確保を図る必要が
あります。
３　600万県民の心のバリアフリーを提案します。
　　心のバリアフリーの解消に向け、保育園や幼稚
園などの連携が図られる中、地域の子育て支援グ
ループ等への人権啓発ビデオの貸出しがありません
でした。

１　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。
　　身体拘束の廃止に向け、看護師や栄養
士を対象とした研修会の開催を検討してい
きます。
２　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。
介護保険サービスの情報開示の標準化モデ
ル事業については、他のサービスについて
も、順次、
モデル事業の実施を検討していきます。
また、引続き、第三者評価システムの構築
に向け検討していきます。
３　600万県民の心のバリアフリーを提案
します。
　千葉県人権宣言の制定に向け、引き続
き、千葉県人権施策推進委員会において多
用な観点から具体的な内容等を検討しま
す。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１０

少人数教育の推進 Ａ

魅力ある高等学校の設置
と再編及び学科の再編成

Ａ

特別支援教育コーディ
ネーターの養成

Ａ

不登校児童生徒の新しい
支援の在り方の調査研究

Ａ

スポーツ・健康教育の推
進（高校総体に向けた準
備活動）

Ａ

個性が輝く
教育の推進

Ｂ　改善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。

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年生の全ての学
年で３８人学級が実現でき
たこと、②県立高等学校再
編計画第２期実施プログラ
ムを決定するとともに、第
１期及び第２期実施プログ
ラムの着実な推進が図れた
こと、③特別支援教育コー
ディネーター等研修を実施
したことにより学校内の支
援体制の充実が図られたこ
と、④高校総体に向けた気
運の醸成や県民への周知を
はじめ、開催に向けた準備
が概ね順調に進んだこと等
が挙げられます。

Ⅰ「確かな学力」の向上と個性を生かす教育の推進
・ 学力向上対策事業により、学習への興味・関心が湧き、将来の学習への
動機付けとなったほか、学力状況調査により県内児童生徒の学力の定着状況
が明らかになった。調査の分析結果をもとに指導上の改善点が明らかにな
り、各種研修や指導資料に生かすことができました。
・ 少人数教育の推進により、児童生徒の興味・関心に応じた学習や習熟度
別学習などを推進し、支援、相談、評価の体制が整いました。
Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進
・ 英語教育に関する研究開発により、小・中一貫したカリキュラムの編成
ができました。
・ 魅力ある高等学校づくりでは、学校自らが企画・立案する千葉県らしい
特色ある教育に対する取組を支援するとともに、再編計画第１期実施プログ
ラムの推進及び第２期実施プログラムの決定並びにその推進による単位制や
総合学科の設置、共学化などを計画通り進めることにより、魅力ある高等学
校づくりを推進しました。
Ⅲノーマライゼーションの進展に対応した特別支援教育の進展
・ 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では、「千葉
県の特別支援教育の在り方について（提言）」（中間まとめ）の素案が作成
されました。
・ 学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症児
等への支援では、巡回指導員により支援を受けた小・中学校において、障害
に関する理解が深められ、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への職員
の気づきが高められました。
・ 不登校児童生徒の居場所づくりでは、菜の花スクールモデル事業を実施
し、市町村、ＮＰＯ等との協働で不登校児童生徒の支援を行い、参加した児
童生徒やその保護者から、安心していられる場所である等の高い評価を得ま
した。
Ⅳ子どもの個性に応じた教育及び青少年の健全育成
・ 週末ふれあい推進事業では、様々な体験活動を通して参加者の豊かな人
間性を育むことができました。また、地域の指導者を養成することにより､
地域の教育力を高めることにつながりました。
・ 子どもの読書活動推進計画の推進では、先進事例集の作成・配布並びに
司書教諭・学校図書館ボランティア・市町村教育委員会などとの連携強化が
図れました。
・ スポーツ・健康教育の推進では、全国高等学校体育大会の開催に向けた
気運の醸成、総合開会式や競技種目別大会の準備等が概ね順調に進みまし
た。
・ 有害環境の浄化を図ることを目的に、千葉県青少年健全育成条例の一部
改正を行いました。（17年9月施行）

Ⅰ「確かな学力」の向上と個性を生かす教育の推進
・ 「学力状況調査」については、全小中学校に分
析結果の報告書を配布し、それを有効に生かした学
力向上対策事業や少人数教育の推進によるきめ細か
な指導を行ってきましたが、今後も子どもたち一人
一人の個性や能力に応じた指導を継続する必要があ
ります。
Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進
・　千葉県ならではの特色ある教育の推進について
は、英語教育に関する研究開発（チバ･インターナ
ショナル･エデュケーション･プラン）や「県立高等
学校再編計画第２期実施プログラム」の策定などに
取り組んできましたが、今後はさらに、学校と家
庭、地域との連携を一層深めるために開かれた学校
づくり、信頼される学校づくりを推進する必要があ
ります。また、児童生徒が社会人･職業人として自
立していくことができるようにするための取組が必
要です。
Ⅲノーマライゼーションの進展に対応した特別支援
教育の進展
・　ノーマライゼーションの進展に対応した特別支
援教育の推進については、一人一人の教育的ニーズ
への対応やその支援のため、特別支援教育体制の充
実やこれまでの取組を踏まえた具体的な支援を推進
する必要があります。
Ⅳ子どもの個性に応じた教育及び青少年の健全育成
・　青少年の健全育成を図るため、子どもや若者の
心の教育や健康・体力をはぐくむ取組、健やかな青
少年をはぐくむ環境づくりをさらに推進することが
必要です。

Ⅰ「確かな学力」の向上と個性を生かす教
育の推進
・ 「確かな学力」の向上については、少
人数教育の推進や指導改善等の取組により
学習意欲を喚起し、基礎･基本の確実な定
着を図り、加えて、思考力、判断力、表現
力を含めた学力の向上を目指します。
Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進
・ これまでの取組に加えて、高校生の留
学等の支援、本県の自然や歴史を活用した
教育、職業観、勤労観を育てる教育及び評
価・情報公開による開かれた学校づくり、
信頼される学校づくりに取り組みます。
・ 多様化・高度化した県民の学習ニーズ
に対応するため、生涯学習機会の充実と指
導者の養成、学校の施設や機能の開放を図
ります。
Ⅲノーマライゼーションの進展に対応した
特別支援教育の推進
・　不登校対策の一層の充実のため、これ
まで以上に関係部局の連携を十分に確保
し、学校・家庭・地域社会が一体となった
施策の展開を図ります。
Ⅳ子どもの個性に応じた教育及び青少年の
健全育成
・　若者の豊かな人間性、健康、体力など
をはぐくむため、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重点的に取
り組みます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１１ （仮称）防災情報ターミ

ナル（基地）ちばの整備
Ａ

危険度判定技術者養成 Ｂ

自主防災組織活性化 Ｂ

刑法犯認知件数 ―

警察官一人あたりの負担
人口

―

千葉県総合健康危機対策
ネットワークの構築

Ａ

感染症対策専門チーム派
遣制度の創設

Ｃ

感染症対策技術者養成･
登録制度（仮称）の創設

Ｃ

生活環境の健康相談セン
ター（仮称）の設置

Ｃ

薬物乱用防止コミュニ
ティ会議の開催

Ａ

実践に即した危機管理体
制の充実

Ａ

施策
１２ 交通事故発生件数

交通事故死者数
Ａ

シートベルト着用率 Ｂ

県民が安心
して生活で
きる体制の
整備

Ｃ　現状維持県民のだれもが、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（Ｓ
ＡＲＳ）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。

県民が安心して生活できる
体制の整備に向けておおむ
ね順調に進んでいます。こ
の理由として、①地域防災
計画の修正へ向け、15年度
に続いて千葉県防災懇談会
を開催し、連携に重点をお
いた修正へ反映させるため
の意見をまとめたこと、②
防災情報システムの基本設
計及び無線の実施計画の実
行、③被災者住宅再建支援
制度が創設され、県でも基
金の拠出を行ったこと、④
石油コンビナートに係る泡
消火薬剤の融通体制の実
現、⑤土砂災害危険個所を
公表したこと、⑥応急危険
度判定士講習会により新た
に１２５名が認定されたこ
と、⑦自主防災組織の組織
率が低い地域の市町村に対
し、自主防災組織の必要性
や、市町村における自主防
災組織支援のための指針な
どの説明を行い、積極的な
組織の育成を促したこと、
⑧産官学による千葉県総合
健康安全対策ネットワーク
を構築し会議を開催したこ
と、⑨ＭＤＭＡ等薬物乱用
防止活動として、市町村や
ライオンズクラブ等の関係
団体と地域住民が連携し、
講演会、対話集会を実施し
たこと、⑩危機管理体制の
充実として、県、消防、警
察、自衛隊との四者連絡会
議を開催したこと、⑪港湾
における保安対策として、
港湾保安委員会を設置、東
京湾保安対策合同訓練を実
施したことなどが挙げられ
ます。

１　協働型の防災体制の具体化
複雑かつ多様化する災害に備える体制づくりのためには、単独の機関だけで
はなく、関係する機関同士で協働することが重要です。災害対策の総点検で
は、県民、防災関係機関や市町村と県が連携するために必要な事項を、千葉
県防災懇談会から意見としていただき、千葉県地域防災計画の修正に役立て
ることとしました。また、体制づくりのための具体的な設備についても、
（仮称）防災情報ターミナル（基地）ちばの整備を進めました。
地震対策を担う建築技術者については、既存建築物の耐震診断・改修や応急
危険度判定に係る講習会を開催し、その育成に努めました。
２　協働と連携による防災体制の強化
災害時、被災地では県民のみなさんやＮＰＯ団体・ボランティア団体、また
行政がそれぞれ復旧活動を行いますが、それらの調整役が存在することによ
り、より効果的な復旧活動が可能になります。このため、「災害対策コー
ディネーター（まとめ・調整役）」の養成講座を開催し、４６人の方が受講
しました。
３　地域安全対策及び公共空間犯罪対策の推進
　県民が安心して暮らすためには、犯罪被害等を未然に防止することが重要
です。県民の自主防犯意識を高めるため、地域住民、市町村、学校、事業所
等とのネットワークの構築など、これまで活動に参加していない住民、機
関、団体等と連携した活動を展開しました。
４　警察体制の充実及び警察捜査力の強化
　　　県人口の増加や警察事象の増大に伴う警察職員の増員等による狭隘、
老朽のため分散している警察本部を統合し、警察活動の中核機関として、一
元的な指揮体制の確立を行い、安全で安心できる県民生活の確保を目的に、
ハイテク化、インテリジェント化した災害にも強い警察本部庁舎の実施設計
を行いました。
５　健康危機管理体制の充実・強化
　　　ＳＡＲＳやウエストナイル熱などの新興感染症、ＮＢＣテロや事故発
生の懸念など、様々な健康危機から、県民の暮らしを守るためには、関係機
関が連携しての健康危機体制を整備することが重要であります。このため、
県内の関係機関（３１機関：千葉大学、放射線医学総合研究所、県医師会、
千葉市、千葉市環境保健研究所、船橋市、県警本部、県の健康危機対策部
門）で構成する千葉県総合健康安全対策ネットワークを構築し、健康危機事
案の原因物質の迅速な究明及び迅速な医療供給体制の確保に努めました。
６　地域住民参加型の薬物乱用防止対策
　　　薬物乱用の低年齢化及び不正に使用されている薬物の多様化に対応す
るため、県内の３地区において、重点的に薬物乱用防止講習会やシンポジウム
７　より実践的な危機管理体制の充実
　　　危機対応マニュアルを検証し、その問題点等の改善を図りました。

１　協働型の防災体制の具体化
防災体制の具体化については、地域防災計画の見直
し・修正や（仮称）防災情報ターミナルちばの整備
など着実に進めてきていますが、実効性の確保のた
め、訓練などを通じ、さらに問題点の抽出・改善な
どを図っていく必要があります。
建築物の耐震化促進については、より積極的な普及
啓発を行い、地域住民の耐震化への取り組みを推進
していく必要があります。また、応急危険度判定士
については、その確保とともに現在認定登録されて
いる判定士の技術維持を図っていく必要がありま
す。
２　協働と連携による防災体制の強化
近年、自助・共助活動は盛んになってきています
が、地域的に組織率の格差も見受けられるため、全
県的な自主防災組織の組織率向上や、災害対策コー
ディネーターのネットワーク化を図っていく必要が
あります。
３　地域安全対策及び公共空間犯罪対策の推進
　路上強盗、ひったくりをはじめとする県民の身近
な公共空間で行われる犯罪が増加しているため、治
安を回復し、公共空間犯罪捜査の強化を図ることが
必要です。
４　警察体制の充実及び警察捜査力の強化
　悪化する治安情勢と相まって、県民の防犯対策、
交通安全対策等治安に対する意識が依然と高く、警
察署、交番の設置や空き交番解消の要望が多数寄せ
られています。また、本県警察官一人当たりの刑法
犯、重要犯罪、重要窃盗犯の負担状況はいずれも全
国１位と高負担であることから、警察官の増員につ
いて充実していくことが必要です。
５　健康危機管理体制の充実・強化
　　　感染症をはじめとした健康危機対策について
は、原因物質の特定から迅速な医療供給体制の整備
を進めてきていますが、健康被害の未然防止や健康
被害を最小限に抑えるためには、感染症対策技術者
を養成し、地域（生活者）から情報収集（提供）す
る体制を構築するなど、一層の体制強化が必要で
す。
６　地域住民参加型の薬物乱用防止対策
　　　薬物の乱用は、年齢を問わない広範化及び薬
物の多様化に対応するため、よりきめ細やかな対策
を進めることが必要です。
７　より実践的な危機管理体制の充実
四者連絡会議等を通じ、様々な危機に対する連携体
制を強化してきましたが、訓練など
を通じ、さらに問題点の抽出・改善などを図ってい
く必要があります。

１　協働型の防災体制の具体化
千葉県防災懇談会での意見を地域防災計画
に反映させ、連携と協働に重点をおいた地
域防災計画へ修正します。また、石油コン
ビナート地区での防災体制の強化や「（仮
称）防災情報ターミナルちば」の整備運用
等、中期的な取組みが必要な事業について
も、引き続き事業の進捗に取り組みます。
なお、実効性の確保のため、一義的な災害
対応を行う市町村との合同訓練等、市町村
の災害対策への支援を行い、県・市町村の
災害対応の連携を強化します。
耐震化の地域展開を促すため、市町村や建
築関係団体と連携し、新耐震基準前（昭和
５６年以前）に建てられた住宅等につい
て、直接的な普及啓発や無料耐震相談会を
実施します。また、応急危険度判定士の判
定業務に対する技術を維持し、被災時に迅
速な活動が図れるよう、被災時そして平常
時にも活用できる手帳を作成配布します。
２　協働と連携による防災体制の強化
自主防災組織の組織率の低い地域を中心
に、市町村・消防と協力して体験型講習会
を開催するなど、全県的な自主防災組織の
組織率向上を図ります。
３　地域安全対策及び公共空間犯罪対策の
推進
　県民、市町村、関係機関、企業等と警察
が一体となって、犯罪被害のない安全で安
心して暮らせるまちづくりへ取り組みま
す。
４　警察体制の充実及び警察捜査力の強化
　　　警察本部庁舎の整備を進め、治安基
盤の整備、拡充を図ります。
５　健康危機管理体制の充実・強化
　　　千葉県健康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等を対象とした健康
危機管理研修に取り組むなど、健康危機対
策の
一層の強化を図ります。
　　（2005AP （施策１４　生活者として
の県民の安全・安心の確保と体制整備）で
実施）
６　地域住民参加型の薬物乱用防止対策
　　　薬物乱用防止コミュニティ会議を設
置し、青少年を含む一般市民が気軽に参加
できる対話集会等を開催するなど、薬物乱
用を許さない社会環境づくりに努めます。
　　（2005AP （施策１４　生活者として
の県民の安全・安心の確保と体制整備）で
実施）
７　より実践的な危機管理体制の充実
様々な危機に対応するため、各種訓練の検
討や、連絡会議等による連携体制を維持し
ます。

交通安全県
ちばの確立

Ａ　拡大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、２
１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。

交通安全県ちばの確立の実
現に向けて概ね順調に進ん
でいますが、交通事故が多
発している状況に変わりは
ありませんでした。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、自転車が
関係する事故や交通事故死
者数に占める高齢者の割合
が年々増加していることか
ら、これらに対する対策の
より一層の取組みが必要と
考えます。

・春・夏・秋・冬の交通安全運動をはじめ、東京モーターショーや富津館山
自動車道路開通などのイベント、道の駅等における各種広報啓発活動
・交通安全教育モデル事業や参加・体験型高齢者交通安全リーダー研修など
子どもから高齢者まで各年齢層に応じた実践的な交通安全教育の実施
・交通安全コミュニティー事業の実施、交通安全推進隊や交通安全母の会な
ど地域に密着した交通安全活動を行う交通安全ボランティアへの活動支援な
どによる地域における交通安全活動の育成支援
等により、交通安全に対する県民の意識高揚が図られました。
・共同現地診断の実施や交通モニター等からの道路交通に関する意見聴取
・交通事故多発交差点の改良や高齢者、障害者、児童などに配慮した歩道等
の整備
等により交通事故危険箇所の改善を図りました。
・専任の相談員や弁護士による交通事故相談
・ドクターヘリやドクターカーの配備や広域災害・救急医療情報システムの
活用促進
等により、交通事故被害者の心のケアを図るとともに救急救命・救急医療体
制を整備しました。

交通事故死者数は減少傾向にありますが、全国ワー
スト上位という、極めて憂慮すべき状況が続いてい
ます。
　このような厳しい状況から脱却するため、交通事
故の特徴を踏まえた「高齢者の交通事故防止対
策」、「自転車の安全利用促進」、「飲酒運転の追
放」、「薄暮時対策」などのより一層の推進が必要
です。

高齢者の交通安全対策について、「市町村
高齢者交通事故防止対策推進会議」の設置
促進をきっかけとして、地域における高齢
者交通安全対策の体制を整えていきます。
具体的には、福祉分野や自治会等と連携し
て隣り・近所で高齢者を交通事故から守る
「地域でつくる高齢者交通安全対策支援事
業」を推進していきます。
また、「自転車の安全利用促進」、「飲酒
運転の追放」、「薄暮時対策」などについ
て、自転車販売店、タクシー・バスなどの
運送事業者、飲食店やＭＡＤＤＪａｐａｎ
等県民と連携・協働した広報・啓発を積極
的に推進していきます。
交通安全教育の充実、交通危険箇所の解消
やあんしん歩行エリアの形成など、「クル
マ」中心から「ひと」中心への交通環境の
転換、交通指導取締りの強化、交通事故相
談や救急救命・救急医療の整備などよる被
害者救済にも一層努めていきます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１３ つくばエクスプレス沿線

の土地区画整理事業
Ａ

連続立体交差事業
（京成本線

Ａ

ユニバーサルデザインに
よる建築物

Ａ

景観保全型広告整備事業 Ｂ

ちばまちづくりＮＰＯ
フォーラムの推進

Ａ

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。
　・２公園で年間を通じてＮＰＯによる花壇管理を行うとともに、３公園で
県民による花壇造り、刈込み作業、園内清掃、除草、剪定作業を行い、延べ
８９１人の参加がありました。

・県営住宅に福祉施設等を併設する事業をＰＦＩ的手法で行うことについて
は、立地条件及び規模等の条件が合えば可能性があることが示されました。
また、現行の県営住宅のストック活用計画では、現在の財政状況を踏まえる
と将来的な維持管理が困難であることから、施設を有効に活用していく計画
を立案する原案が示されました。さらに、市町村営住宅については、住宅の
更新（建替え）がされていない古い住宅が多数存在することが判明しまし
た。
　・住民参加のまちづくりの一環としてＮＰＯや大学等との協働・連携によ
るフォーラム開催を実現できました。また、フォーラムの開催を通じて住民
参加のまちづくりについての意見交換を県内各地で実施し、その必要性等を
広く県民に発信することができました。

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。
・公園管理へに参加者やリピーターを増やす方法の
検討。
・公営住宅への福祉施設等の併設については、地域
住民のニーズと民間の参入意欲が合致する必要があ
ることから、具体的な施設の検討にあたっては、福
祉部局や市町村との連携をより一層密にする必要が
あります。また、ＰＦＩ的手法の検討を進める上で
併設する施設を早急に決定し詳細な検討をする必要
があります。
・県営住宅については、昭和40年代後半から昭和50
年代前半にかけて大量に供給したことから、これら
の住宅が集中的に耐用年限を迎える2040年代に多額
の負担が生じるので、財政状況を勘案し、平準化を
検討する必要があります。
・平成１６年度は、住民参加のまちづくりを進める
ため、県がフォーラムを開催しましたが、今後は市
町村と住民との協働・連携の取り組みを促進する必
要があります。

・景観法が制定されたため、より多くの市
町村で景観行政の取組みを行なうことが期
待できるため、建築物などの規制・誘導と
一体となった屋外広告物の規制・誘導を図
るよう、景観担当部局との連携を強化して
いきます。
・街並み保全に関するモデル地域のケース
スタディをさらに重ね、マニュアルを充実
させていきます。
　・公園の管理・運営・再整備等に経営的
手法の導入を図るため、施策の点検評価を
具体的に行います。
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。
・ボランティア活動の出来る公園数を拡大
していきます。
・公営住宅への福祉的施設の併設要望が多
いことから、引き続き、事業の具体化に向
けた調査を実施します。
・県営住宅を効率的に運用するためストッ
ク総合活用計画を改定し、建替・改善・統
合等をより計画的に実施していきます。
・市町村と住民との協働・連携の取り組み
の促進のために、まちづくり懇談会の開催
や県内外の先進事例等の情報提供等による
支援を行います。

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。
・つくばエクスプレス沿線の都市整備事業に関しては,平成１７年８月２４
日の鉄道開業に向けて、柏北部中央地区の駅前広場、駅に連結する都市計画
道路、駅周辺の施設整備並びに商業地区の造成工事を、運動公園周辺地区で
は、鉄道開業に向けて都市計画道路上の移転補償を、木地区については、宅
地造成のための移転補償を行いました。
　　　また、手賀沼流域下水道北部第二幹線及び江戸川左岸流域下水道市野
谷幹線の管渠築造工事を実施しました。
・市街地再開発事業に関しては、船橋本町１丁目地区について平成１９年度
における建築工事完了を目指し、組合の設立認可を行いました。
また、本八幡Ｄ―２地区では、組合の解散認可を行ったことにより事業が完
了し、都市機能の更新、地域の不燃化の促進を図りました。
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。
・下水高度処理水を還元するための送水用ﾎﾟﾝﾌﾟ場の設計が完了したことに
より、次年度からﾎﾟﾝﾌﾟ場の建設に着手することができます。
・八都県市緑化政策専門部会や首都圏都市づくり研究会で引き続き「広域的
な緑のネットワークの形成」を検討していますが、今年度は八都県市の公園
緑地の施策現況を整理した「緑の知る、見る、歩く」マップを作成しまし
た。
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。
・多様な意見を反映した「千葉県建築物ユニバーサルデザイン整備指針」を
策定しました。
・柏の葉公園については、案内板（20ヶ所）の設置及び改修を行い、利便性
を向上させました。
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。
　・少子高齢化、人口増加の鈍化、社会経済状況の変化など、都市をとりま
く環境変化が進む中でのこれからの都市政策について、有識者による研究委
員会の報告がとりまとめられました。また、あわせて千葉県の市街地実態
データが得られました。
・我孫子市では、市独自の景観条例による建築物等の色彩などを誘導してい
るため、景観保全型広告整備地区指定を行うことにより、屋外広告物につい
ても建築物等と一体となった景観の誘導が図れることとなりました。また、
整備地区基本方針の内容を説明したパンフレットを作成しました。
・市町村が街並み保全施策を展開するにあたり、参考となるマニュアル完成
に向け、今後さらに具体的なモデル地域での検討事例を反映するマニュアル骨
　・公園利用の実態把握を行い、公園ごとの施策点検手法案を抽出しました。

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。
　・近年の地価下落、景気低迷による住宅市場、宅
地需要等を取り巻く土地区画整理の事業環境は、非
常に厳しい状況にあります。
　　　しかし、つくばエクスプレス沿線の土地区画
整理事業については、８月の鉄道開業を控えて、地
価も上昇或いは下げ止まりの傾向も見られることか
ら、保留地販売等を促進し、事業費の確保に努める
必要があります。
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。
・下水道処理水還元施設の維持管理について、関係
機関等と調整を進める必要があります。
・千葉県の下水道普及率は、依然として、全国平均
を下回っており、特に九十九里、南房総地域を中心
に下水道未着手市町村が多く存在することから、今
後も、公共用水域の水質保全等を目的として、公共
下水道の事業化を促進する必要があります。
・みどりの回廊構想の実現化に向け、地域制緑地の
指定や緑地の保全に関して、国の補助制度や税制面
での軽減措置などが必要であり、この構想の推進に
当たっては行政区域を越えて関係自治体が連携し、
広域的に取り組む必要があります。
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。
・「千葉県建築物ユニバーサルデザイン整備指針」
を活用した今後の普及啓発活動に当たっては、さら
に幅広い意見を聞きながら、実施する必要がありま
す。
・公園の早期供用開始に向け、施設整備を進めるた
め、コスト縮減に努めるとともに、予算の確保が必
要です。
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。
・21世紀の市街地形成検討調査の成果について市町
村、県民等への紹介と意見交換等が必要となる。
・景観保全型広告整備地区基本方針を定めても、
即、効果があらわれるものではないため、特に、既
存の広告物の誘導については、建替え時期を捉える
など、時間をかけて景観形成を図っていく必要があ
ります。また、地区指定制度について、より多くの
地域で活用するよう、制度の啓発を図るとともに、
取り組みの強化の方策を検討する必要があります。
・指定管理者制度の導入を見据えながら、公園の経
営（管理・運営・再整備）に係るＰＤＣＡサイクル
の導入を具体化する必要があります。

魅力と活力
ある都市の
再生とまち
づくり

Ｂ　改善安定・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
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。

魅力と活力ある都市の再生
とまちづくりに向けて順調
に進んでいます。その理由
としては、①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
くりとして、平成１7年８
月のつくばエクスプレス開
業に向けて沿線の都市基盤
整備を進めるとともに、市
街地再開発事業を促進しま
した。②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
市づくりとして、下水高度
処理水の還元利用、都市交
通の円滑化を図る連続立体
交差事業、広域的な緑の
ネットワークの検討などを
行いました。③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
市づくりとして、
「千葉県建築物ユニバーサ
ルデザイン整備指針」の策
定や、広域的な防災機能を
になう都市公園の整備を
進めました。④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
市づくりとして、少子高齢
化、人口増加の鈍化、社会
経済状況の変化などの社会
環境の変化に対応した都市
政策についての有識者によ
る研究会の開催や、我孫子
市での景観保全型広告整備
地区指定により、屋外広告
物についても建築物等と一
体となった景観の誘導が図
れることとなりました。⑤
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
の都市づくりとして、公園
管理への県民参加やＮＰＯ
参画を進めるとともに、住
民参加のまちづくりの一環
としてＮＰＯや大学等との
協働・連携によるフォーラ
ム開催を実現できました。
また、県営住宅における福
祉施設等の併設の可能性や
県営住宅のストック活用計
画の立案などを行いまし
た。

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。
・２００５アクションプランの重点事業で
ある、つくばエクスプレス沿線地域の整備
は、基本的には前年度からの継続事業です
が、今後の事業展開にあたっては、つくば
エクスプレスの開業を踏まえて今後のまち
づくりと整合を図り、計画的・段階的な整
備を図っています。
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。
　・引き続き、海老側水系、真間川水系へ
の下水処理水の河川還元事業を進めます。
　・引き続き、未着手市町村に対し、事業
費の削減方策等含んだ地域の実情にあった
事業化方策の提案等を通じて、下水道の事
業化促進に努めます。
　・地域制緑地を確保する新たな制度が創
設されたことから、検討調査を受け、市町
村とも連携を図りつつ、具体的な対応につ
いて検討を行なっていきます。さらに、八
都県市緑化政策専門部会などを通じ、引き
続き、広域的な緑の施策に関する検討や国
への要望活動を行なっていきます。
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。
　・「千葉県建築物ユニバーサルデザイン
整備指針」の具体的な推進に当っては、当
事者、県民、ＮＰＯ、設計者、研究者など
と、意見交換する場を設けるなど、連携し
て取り組みます。
　　　また、先進的取組や、よいユニバー
サルデザインの事例を収集し、公開するな
ど、積極的な情報公開をしながら、よりよ
いデザインを追い求めていきます。
　・引き続き広域的な防災機能を担う都市
公園の早期供用開始に向け、事業を実施し
ます。
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。
　・21世紀の市街地形成検討に関する研究
委員会の報告書や調査の過程で明らかに
なった千葉県の市街地実態などについて、
市町村、県民、まちづくり団体等に配布、
報告するとともに、今後のまちづくりにつ
いての意見交換、懇談会等を開催してい
く。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１４ 供用開始する高規格幹線

道路
Ａ

供用開始する地域高規格
幹線道路

Ａ

供用開始する国道・県道 Ａ

河川整備の推進 Ａ

河川環境の整備と保全 Ａ

海岸の整備 Ａ

土砂災害の防止 Ａ

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

Ｂ

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

Ａ

県民生活や
産業を支え
る基盤整備

Ａ　拡大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。

県民生活や産業を支える基
盤整備に向けて概ね適切に
実施しました。その理由と
して、①人にやさしく、自
然にやさしい千葉の道づく
りとして平成１６年度は、
一般国道１２７号富津館山
道路（鋸南富山ＩＣ～富浦
ＩＣ間）８．９Km、東関東
自動車道館山線（富津中央
IC～富津竹岡IC間）７．５
ｋｍが供用開始し、南房総
への時間距離の短縮に大き
く貢献しました。②安全で
清らかで豊かな千葉の川づ
くり、海岸づくりとして、
河川整備、河川環境の整
備・保全、海岸の整備を進
めるとともに、土砂災害防
止施設の整備を推進しまし
た。③地域社会の発展を支
え、環境と生活に密着した
千葉の港づくりとして、千
葉港の整備を推進しまし
た。④地域の魅力アップモ
デル事業として、モデル地
区の魅力を高める上で必要
となる社会基盤に関する計
画が策定され、総合的な地
域づくりが推進されていま
す。
　しかし、今まで以上にコ
スト縮減や事業の重点化が
求められています。

Ⅰ　人にやさしく、自然にやさしい千葉の道づくりの推進
・一般国道127号富津館山線（鋸南富山ＩＣ～富浦ＩＣ間）及び東関東自動
車道館山線（富津中央IC～富津竹岡IC間）の供用開始により、館山市役所か
ら千葉県庁に向かう場合、約９０分が約８０分の時間短縮が見込まれ、観光
シーズンや休日・祝日の渋滞時において、一般国道１２７号の渋滞箇所（富
津市港交差点）を通過することなく移動が可能となり、定時性の確保が図ら
れ、県都１時間構想の達成に大きく貢献しました。
　また、（国）４６５号深掘バイパス及び（主）市原天津小湊線の部分供用
開始、県道千葉鴨川線鴨川市打(う)墨(つみ)など３箇所の右折レーンの設置
を含む交差点改良の完成、県道飯岡片貝線旭市中谷里(なかやり)での全長約
１．６ｋｍのバリアフリー化した歩道の整備などが完了することで、地域の
道路環境が着実に改善されています。
さらに、京成本線の連続立体交差事業による上り線高架化により、主要道路
のピーク時１時間当りの平均踏切遮断時間２７分を１６分に改善する成果を
あげ、都市交通の円滑化が推進しました。
Ⅱ　安全で清らかで豊かな千葉の川づくり、海岸づくりの推進
・大柏川第１調節池、平川（防災調整池）、高崎川（流域貯留浸透事業）が
完了するなど、河
道拡幅、調節池の整備、雨水排水施設の設置等の進捗が図られました。
　　また、水質の悪化が著しい河川・湖沼の底泥浚渫や多自然型護岸・遊歩
道等の整備の進捗が図られました。
・堤防及び海岸沖合施設や海岸保全施設及び海岸環境の整備の進捗が図られ
ました。
　・急傾斜地崩壊対策施設、砂防対策施設、地すべり対策施設の整備の推進
を進めるとともに、
　既存施設の適正な維持管理を行い、施設機能の回復が図られました。
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の推進
・事業進捗途中でありますが、改修の一部分完了や、港湾緑地や海岸の部分
的な供用による県民に人と自然とが共生する豊かな港湾環境を提供など、成
果が現れてきています。
また、千葉市臨海部に位置する千葉みなと駅前地区緑地及び蘇我寒川地区緑
地については、平成17年度の事業着手に向け準備作業が進みました。
Ⅳ 地域の魅力アップモデル事業の推進
　・モデル地区の魅力を高める上で必要となる県事業、市町村事業などをま
とめた計画が県の支援の下、モデル市町村において策定されるとともに、関
連する県事業の整備を推進しました。

Ⅰ　人にやさしく、自然にやさしい千葉の道づくり
の推進
・東京外かく環状道路、首都圏中央連絡自動車道、
館山自動車道などの高規格幹線道路の整備促進や銚
子連絡道路などの地域高規格道路の調査の推進を図
り、事業の熟度を高めます。
・交通事故の削減に向けた対策は長期間を要するた
め、事業効果を早期に発現できる緊急的な対策を現
地に即応した手法で実施する必要があります。
　・事業進捗を図るため、さらなるコスト縮減や事
業の一層の重点化に取り組みます。
Ⅱ　安全で清らかで豊かな千葉の川づくり、海岸づ
くりの推進
・近年水害が多発している河川について、引き続き
整備の推進が必要であり早期に事業効果が現れるよ
う優先的に改修を行う必要があります。
・印旛沼については、印旛沼の水質浄化を推進する
ためには、行政・市民・ＮＰＯが、それぞれが取り
組む対策や連携して取り組む対策を更に、推し進め
ることが必要です。
・手賀沼については、生物多様性の観点から植生帯
の設置等を図る必要があります。
　・失われている砂浜の回復が必要となっていま
す。
・地震による津波対策が必要となっています。
・土砂災害防止対策の推進が図られましたが、土砂
災害危険箇所非常に多いため積極的に進めてきてい
る急傾斜地崩壊危険箇所の整備率でも約２７％と低
い状況であり、ハード対策の施設整備だけでは危険
箇所の解消に対し、多大な時間と費用を要します。
Ⅲ 地域社会の発展を支え、環境と生活に密着した
千葉の港づくりの推進
・今後益々厳しい財政状況が懸念される中で、コス
ト縮減や投資効果の早期発現を図る必要がありま
す。
・臨海部の再開発による街づくりが実施されてお
り、水際線の利用や環境保全に対する関心も高まっ
ているため、これらに対応して「賑わいある港づく
り、人と自然とが共生する豊かな港湾環境の形成」
を進めることが、一層重要となっています。
・引き続き地域の意見等を取り入れて整備を進めて
いきます。特に千葉みなと駅前地区緑地及び蘇我寒
川地区緑地については、隣接地の街づくり事業と連
携した事業を進めます。
Ⅳ 地域の魅力アップモデル事業の推進
・地方分権や市町村合併が進められるなど、市町村
が主体となった創意と工夫に満ちた取組みが求めら
れています。

Ⅰ　人にやさしく、自然にやさしい千葉の
道づくりの推進
・全国的な交流・連携を強化する高規格幹
線道路の整備や県内地域相互の交流・連携
を強化する地域高規格道路の整備を進める
など、県内の骨格的道路ネットワークの強
化を図ります。
・交通安全対策や道路防災対策の事業効果
を早期に発現させるため、短期間で一定の
効果が期待できる緊急的な対策を計画的に
実施します。
・都市交通の円滑化推進のため、鉄道との
立体交差、渋滞ポイントの解消など都市計
画道路の整備を推進します。
Ⅱ　安全で清らかで豊かな千葉の川づく
り、海岸づくりの推進
・安全で快適に暮らせる県土の形成を目指
し、洪水等の自然災害から県民の生命・財
産を守るため、引き続き、頻繁に水害が発
生している河川を重点的に整備します。
・印旛沼については、印旛沼流域水循環健
全化会議や市民・ＮＰＯ意見交換会の開催
を重ね、意見集約を行い、長期計画である
印旛沼健全化計画の検討に反映していきま
す。
また、県が３箇所で開始した「みためし行
動」を市町村も含む面的な展開へと発展さ
せていきます。
・手賀沼については、水質浄化及び多様な
生物の成育・生息環境の保全・再生を図る
ため、必要な浚渫や湖岸沿いにアシやマコ
モなどの在来の植生帯を設けることとして
います。
・失われている砂浜の回復は、観光振興
（海水浴場など）や、漁業の振興に反映す
るものであり、関係課と連携して進めま
す。

また、市町村や海岸に関係する地域団体及
び地域住民からなる地域会議を創設し、地
域の意見を取り入れ、地域の意向や特性に
応じたきめ細かな海岸づくりを推進してい
きます。
・地震による津波対策は、ソフト対策とし
て被害の軽減を図るハザードマップの作成
を促進するため、津波による浸水区域の検
討を引き続き行います。
・土砂災害対策施設の整備を推進するとと
もに、県民と協働して、より一体となった
防災体制の確立を図るため、土砂災害情報
の提供や土砂災害警戒区域等の指定による
ソフト対策と併せて土砂災害対策の推進を
図ります。
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の推進
・港湾利用者等の意見を聞きつつ経営戦略
を策定し効率的な港湾運営に努めるととも
に、引き続き港湾施設の整備を進めていき
ます。また、臨海部の再開発に対応して千
葉みなと駅前地区緑地及び蘇我寒川地区緑
地の整備を重点的に進めます。
・引き続き地域の意見等を取り入れて整備
を進めていきます。特に千葉みなと駅前地
区緑地及び蘇我寒川地区緑地については、
隣接地の街づくり事業と連携した事業を進
めます。
Ⅳ 地域の魅力アップモデル事業の推進
・市町村とともに地域の人々が主体とな
り、実際の賑わいなど地域の活性化に向け
たソフト
な取り組みにつなげていくことが必要であ
ることから、道路、公園、土地区画整理事
業とともに、地域の創意を生かした市町村
提案事業の実施が可能な「まちづくり交付
金（平成１６年度国において創設された事
業。）」の導入などについての支援を行っ
てくこととしています。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１５ 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抑制
（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

Ｂ

　印旛沼の水質浄化対策については、湧水量調査及び健全化計画の策定に向
けた検討を実施するとともに、緊急行動計画に基づき湧水復活のための雨水
浸透桝の設置などの取組を行いました。また、環境学習副読本の配布によ
り、健全な水環境に関する意識啓発を図りました。
手賀沼の水質浄化対策については、流域8市町との共同浄化事業により、手
賀沼に流入する汚濁負荷量削減及び手賀沼の直接浄化を行いました。また、
「行動推進会議」において取組の推進方策の検討を行うとともに、環境学習
等に使用するパンフレットの配布により、健全な水循環回復の取組に対する
意識啓発を行っています。
　豊かな自然の保全と再生では、ちば環境再生資金が助成したNPOの環境保
全活動等の実施によりそれぞれの地域の環境保全が図られるとともに、同基
金によるシンポジウムの開催や市町村の環境イベントへの参加は、地域の環
境に対する意識、知識を高めたものと考えます。また、国の天然記念物に指
定されているミヤコタナゴについては、調査を重ねることにより、生息地域
住民との交流が増え、保護意識が高まってきており、草刈り等を励行するこ
とにより生息環境が安定し、生息数の安定が図れています。さらに、里山保
全整備活用事業により29の里山活動団体が28ヘクタールの森林整備を行いま
した。この事業や造林事業、サンブスギ溝腐病被害木の伐採駆除の実施によ
り、豊かな森林環境の保全と再生を推進することができました。

大気環境では、「ディーゼル自動車排出ガス対策条例」に基づく運行規制、
燃料規制について事業所への立入検査やビデオカメラを利用した調査を含む
路上検査などを実施するとともに、天然ガス自動車普及促進助成等による低
公害車、低燃費車の普及など自動車排出ガス対策を推進しました。条例施行
後、大気中の浮遊粒子状物質の濃度は改善傾向にあり、これらの事業実施の
効果が現れているものと考えます。化学物質対策については、3ヵ年計画の
事業を実施するなかで、その初年度として、化学物質対策の現状と課題及び
今後の方向性についての基礎的な事項の体系整理を行うとともに、有害大気
汚染物質について３物質のリスク評価手法の検討を行いました。
地球温暖化対策では、「千葉県地球温暖化防止計画」の17年度の見直しに向
けて、実態調査を実施し、本県の温室効果ガスの排出量の状況及びその推移
を把握しました。また、県有施設における一層の温室効果ガスの排出削減を
図るため、ＥＳＣＯ事業の導入可能性について調査を行いました。
　水環境では、下水道事業、農業集落排水整備事業、合併浄化槽補助事業に
よる生活雑排水等の適正な処理を進めたことにより、生活排水対策の指標で
ある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施設人口の割合）が上昇しました。
公共用水域の環境基準の達成率が向上傾向にあるのは、この普及率の上昇が
貢献しているものと考えます。

良好な大
気・水環境
の確保と環
境再生の推
進

Ａ　拡大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。

　大気環境では、「ディー
ゼル自動車排出ガス対策条
例」に基づく運行規制を平
成15年10月から開始したこ
となどにより、大気中の浮
遊粒子状物質の濃度は、改
善傾向にあります。
地球温暖化対策では、14年
度の温室効果ガスの総排出
量が日本全体で基準年（平
成2年）と比較し7.6％増加
している状況にあり、県内
における排出量も基準年度
の排出量を上回っていま
す。今後、取り組みを強化
しなければ基準年比６パー
セント削減という目標達成
は困難な状況にあります。
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
等の汚水処理施設人口の割
合）が上昇したことなどに
より、公共用水域の環境基
準の達成率は向上傾向にあ
ります。
　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NＰ
Ｏの環境活動など、住民団
体の主体的活動の実施によ
り、自然環境の保全と再生
を推進することができまし
た。

大気環境では、大気汚染の状況は改善傾向にあるも
のの、まだ十分とは言えず、自動車使用等に伴う環
境への負荷の軽減を図るため、各種対策を着実に推
進していく必要があります。
地球温暖化対策では、温室効果ガスの削減目標を達
成するためには、事業者及び県民の取り組みを一層
進める必要があります。
水環境では、生活廃水対策の指標である汚水処理人
口普及率が上昇し、公共用水域の環境基準の達成率
は向上傾向にあるものの全国の状況と比較すると依
然低い状況であり、更なる対策の推進が必要です。
印旛沼・手賀沼については、各種浄化対策の実施に
より改善傾向にありますが、環境基準は未達成であ
り、行政・住民・ＮＰＯ等が引き続き連携して取り
組む対策を進めることが必要です。
豊かな自然の保全と再生では、生物の多様性確保の
視点から、多くの県民の理解や保全・整備等の活動
への参加を得て、より一層の推進を図る必要があり
ます。

良好な大気・水環境の確保と自然環境の再
生・保全は相互に関係していることから、
関係部局の緊密な連携のもと、効果的な事
業の推進により環境基準達成率の向上を目
指すとともに、有害化学物質対策、地球温
暖化防止対策などの取り組みを進めます。
また、「ちば環境再生基金」の活用などに
より、住民団体・ＮＰＯや県民の参画した
生物多様性の保全や環境再生、自然の持続
的な利用の推進など、人と自然が共生でき
る社会づくりに向けた取組を進めていきま
す。

県民総ぐるみでの環境再
生の推進
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１６ 一般廃棄物（ごみ）の排

出量
Ｃ

一般廃棄物（ごみ）の最
終処分量

Ａ

一般廃棄物（ごみ）の再
資源化率（市町村回収及
び集団回収）

Ｃ

産業廃棄物の排出量 Ａ

産業廃棄物の最終処分量 Ａ

産業廃棄物の再資源化率 Ａ

温室効果ガス排出量
（炭素換算）

－

バイオマスタウン中核施
設の設置箇所数

Ｂ

Ⅰ　環境配慮型の生活様式への転換
循環型社会づくりを進めるに当たり、生活様式を環境配慮型に転換する必要
があります。
このため、多様な学習メニューにより総合的に環境学習を行うとともに、効
果的な協働取組の方向性を検討するための「資源循環型社会づくり推進会
議」の開催や、なるべくごみを出さない・出させないライフスタイルを実践
するための「３Ｒ推進事業」等により、関連情報の提供や啓発的取組を進め
ました。しかしながら、一般廃棄物（ごみ）の排出量（一人１日当たり）が
減少していないなど、環境に配慮する意識の高まりが未だ十分とは言えず、
さらなる啓発が必要です。
・マイバッグ普及促進事業：１５年度モニター数４０５人→１６年度モニ
ター数１４４６人
・環境学習アドバイザー派遣　７９件４０６１名受講
・こどもエコクラブ育成事業　１０５団体、３０７８名参加
・エコマインド養成講座　教員コース１１名、県民コース５０名修了
・県民環境講座　５回実施、２３２名参加
・観察会、見学会の実施（２０回）５９０名参加
Ⅱ　環境配慮型の産業活動の促進
　　産業活動に伴う環境負荷は、県民生活における同負荷よりも大きいた
め、環境配慮型の産業活動を促進する必要があります。このため、県環境マ
ネジメントシステムの運用や浄水場発生土・溶融スラグの有効利用などによ
り、県自らが率先して環境配慮活動を行うとともに、先駆的なリサイクル施
設整備を促進する「エコタウンプラン」の推進、農村環境の保全と資源有効
利用に資する園芸用廃プラスチック処理対策事業、経営判断としての環境配
慮を促す「環境経営セミナー」（国際連合大学ゼロエミッションフォーラム
in千葉）の開催等により、環境負荷の軽減に資する事業活動の促進を図りま
した。この結果、産業廃棄物の減量・再資源化等の向上に一定の進展が見ら
れました。しかしながら、環境配慮型の経営に移行できないでいる事業者が
依然として多いため、なお一層の啓発や新たな仕組みづくり等が必要です。
・「環境経営セミナー」に２００人出席
・環境配慮物品調達（グリーン購入）：事務用品本庁８２％→８５．８％
・１６年度エコタウン事業として「高純度メタル・プラスチック・リサイク
ル施設」及び「貝殻リサイクル施設」が新たに完成
・園芸廃プラスチックセンター処理量3,520t
・17年４月から県単独舗装工事では、原則として溶融スラグ入りアスファル
ト合材を使用する方針を決定
・浄水場発生土再利用量：４３，３２６t

Ⅲ　バイオマス有効利用の促進
「バイオマス立県ちば」推進方針に基づき県内のバイオマスの利活用を進め
るため、農林業未利用資源リサイクルの研究を行うほか、県が調整役とな
り、実証実験の支援やバイオマスタウンの中核施設の設置に向けた取り組み
を推進しています。16年度より山田町において実施されている農林水産省の
「農林水産バイオリサイクル研究」（実証実験）に参加し、バイオマスの多
段階的利用の研究を推進しています。また、木質バイオマス資源の利活用を
目指した実証実験施設（炭化）整備や新用途開発の共同研究を進めていま
す。また、バイオマス有効利用シンポジウムを3回開催し普及啓発を図ると
ともに、バイオマスアドバイザリー委員会を2回開催し、県内のバイオマス
利活用を図る市町村への助言を行いました。この結果、バイオマス利用の実
用化に向けたモデル事業を進めることができました。しかしながら、普及に
向けては一層の取組が必要です。
・木質バイオマス実用化モデル事業を1件実施
・国の実証試験を1件支援
・バイオマスシンポジウム　３回開催　６００名参加
・バイオマス関連講習会　１７回実施　約１０００名参加
・農林水産環境展への出展（３日間）
・食品リサイクル関係パンフレット等の関係機関への送付（１００件）
・牛ふん炭は環境負荷が化学肥料より少ないことを明らかにした。
・ナシ剪定枝を効率的に分解する微生物を選抜。基本的性質の解明を行い、
生物特許を申請。

資源循環型
社会づくり
の推進

Ａ　拡大　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１
４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、　　　　ＮＰ
Ｏ・ＮＧＯ、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。

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、すでに目標を達成又
はほぼ達成の水準にありま
すが、環境負荷を限りなく
ゼロに近づけるためには、
さらなる向上を目指してい
くことが必要です。
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、基準年との増
減がなく、目標を達成する
ためには、一人ひとりの排
出抑制に向けた意識をさら
に高め、生活様式の大幅な
転換を図る必要がありま
す。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。

循環型社会づくりを進めていく上で、全ての県民、
事業者、行政等の主体がそれぞれに当事者であるこ
との共通認識を持ち、環境と経済を一体のものとし
て捉え、環境配慮活動が自主的に拡大していくこと
が求められます。

「資源循環」をキーワードとして、環境と
経済の好循環が生まれるよう、環境配慮活
動に前向きに取り組む県民、事業者、市町
村等と協働しながら、啓発的取組とネット
ワークづくりを進めていきます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１７

不法投棄量（投棄量１０
ｔ以上）

－

産業廃棄物の再資源化率
産業廃棄物の最終処分量

Ａ

（残土について）
残土埋立事業者に対して、定期検査指導の
強化等により適正処理の確保を図っていく
とともに、残土条例だけでなく､砂利採取
法､森林法､農地法等の関係法令間の緊密な
連携により、各法令に基づく総合的な指導
による適正処理に努めます。
加えて、市町村との一層の連携強化や緊密
な情報交換に努め、残土の地質及び埋立て
構造に関わる不適正な埋立ての防止を徹底
するとともに、残土と称した廃棄物や汚染
物質の搬入を阻止します。
　また、公共事業などにおいて多量に発生
する残土の有効活用の推進並びに残土発生
量及び本県への搬入量の抑制を周辺都県に
働きかけます。
さらに、次の世代に引き継がなければなら
ない本県の美しい自然を守り、県土の無秩
序な埋立てを防止するため、関係部局が一
体となって持続可能で秩序ある県土利用の
見地から新たなシステムの構築に向けて検
討を進めます。

総合的な廃
棄物・残土
対策

Ａ　拡大大量生産・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。

総合的な廃棄物・残土対策
の推進に努めた結果、①
「不法投棄量」が年々減少
していること、②「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
などが認められます。

（産業廃棄物について）
Ⅰ　産業廃棄物課のグリーン･アクション･チームによる夜間･休日を含む監
視パトロールの実施と、これを補完するため､民間警備会社への監視パト
ロールの一部委託により､24時間365日の監視活動を実施しました。
　　また、不適正処理は県内各地域で行われていることから､市町村との連
携強化が必要であり､市町村職員（65市町村395名）への立入検査証の交付
や､市町村が行う不法投棄等防止対策事業に対して補助を行うなどを行った
結果､不法投棄量は年々減少してきています。
　　不適正処理の根絶を図るためには、こうした監視パトロールの強化によ
り不適正処理を未然に防止するほか、法や条例の厳格な執行により、悪質な
事業者に対する監視指導の強化が必要です。平成16年度には､産業廃棄物課
の監視指導室に行政処分担当を設置し、指導体制の強化を図ったことによ
り、産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消し３９件、廃棄物処理法に基づく
措置命令 ３件、廃棄物処理法違反に係る告発 ２件を行い､不適正処理の防
止を図りました。
さらに、近年､硫酸ピッチの不適正処理が増えている中、これを防止するた
めには、一層の規制強化が必要であることから、国において廃棄物処理法の
改正作業が行われていることに合わせ、八都県市首脳会議、関東地方知事会
議、全国都道府県知事会議を通して、国に対して再三の要望･提案を行った
結果、平成16年10月27日から、厳格な処理規準が制定･施行されました。
Ⅱ　産業廃棄物の処理のうち、建設汚泥の有効利用は、現状では、経済性や
法規制など様々な制約から、非常に困難な状況にあることから、公的関与に
よる建設汚泥の適正処理･有効利用の推進に向け、建設汚泥有効利用検討会
を設置し、課題の洗い出しや対応の方向性を検討し、今後の検討すべき内容
を整理しました。
Ⅲ　産業廃棄物の不適正処理箇所については、不適正処理行為者等に対して
廃棄物の撤去等を強く指導していますが、行為者が不明等の場合で行為者に
よる廃棄物の撤去等が見込めず、生活環境保全上の著しい支障が生じている
４箇所について、県が行為者に代わって支障除去事業を実施しました。
　　　佐倉市坂戸地区（廃材チップ）、富津市山中（硫酸ピッチ）　その他
２ヶ所
（残土について）
平成１５年１０月から施行されている「改正残土条例」では、適正な埋立て
が実施されるよう、欠格要件や土地所有者に対する措置命令を導入して規制
の強化を行い、その結果、平成１６年度許可分においては文書勧告に至るよ
うな新たな問題は生じていません。

（産業廃棄物について）
Ⅰ　行政における監視指導体制の強化や廃棄物条例
の制定等により、大規模､組織的な不法投棄や､法の
網の目をすり抜ける不適正な自社処理を未然に防止
することができるようになりました。
しかしながら、小規模の､捨て逃げ型の不法投棄が
増加しており、これに対しては、行政のみの、いわ
ゆる、点としての監視指導活動では限界があり､県
民と一体となった､面としての監視指導活動が必要
です。
このためには､行政・県民が一体となって廃棄物対
策に取り組み､不法投棄等をしない・させない・許
さない県土を築いていくことが必要となります。
また、産業廃棄物の不適正処理の態様は、法の盲点
や法の不備を突くように、年々巧妙化しています。
　　こうした不適正処理を防止していくためには、
不適正事案を分析し、法改正等が必要な事項につい
ては引き続き国に対して要望･提案を行っていくと
ともに、法･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を図っていくことが必要で
す。
Ⅱ　産業廃棄物は民間による処理が基本ですが、現
状において、有効利用が進んでいない建設汚泥の適
正処理･有効利用の推進を図っていくには、建設汚
泥再生品の利用に当たっての品質基準、環境安全性
の基準を定めるとともに、その基準の担保や確認方
法を明らかにする必要があります。
Ⅲ　不法投棄された産業廃棄物の撤去は、廃棄物処
理法により行為者が行うものですが、行為者が不明
等の場合で、硫酸ピッチによる亜硫酸ガスの発生な
ど生活環境保全上著しい支障が生じる場合、やむを
得ず県が自ら支障除去事業を行わざるを得ない場合
があります。
（残土について）
　適正な埋立事業の推進に向け、定期検査の強化な
ど改正残土条例の厳格な適用を行う他、適用除外市
町村を含めた各市町村との一層の連携強化や緊密な
情報交換を図るとともに、残土条例だけでなく､砂
利採取法､森林法､農地法等の関係法令に基づく指導
を含めて適正処理を担保していくことが必要不可欠
です。
　なお、本県の美しい自然を守り、残土対策と、県
土の適切な利用との調和を図ることは、残土による
土壌の汚染及び崩落等による災害の発生の防止を目
的とする現在の残土条例では対応できません。

（産業廃棄物について）
Ⅰ　廃棄物の不適正処理の根絶に向けて
は、県行政・警察・市町村が一層の連携を
図った､より強固な監視指導体制を柱に､不
適正処理の撲滅を目指す県民意識の高揚と
県民運動の展開を巻き起こし､県民力・地
域力に支えられた厚みのある監視指導活動
を繰り広げることで､不法投棄等をしな
い・させない・許さない県土を築いていき
ます。
このため、産業廃棄物､一般廃棄物の垣根
を越え､市町村や関係機関等との協働取組
の強化を図ります。
また、「千の葉エコプロジェクト」推進事
業を展開し、広く県民に環境配慮活動に向
けた意識啓発を図り､特に森林所有者等に
対しては､不法投棄の防止に向け､土地管理
者として行うことが可能な必要な措置を促
し、シンポジウムを通じて、県民一人ひと
りが「自らの土地は自ら守る」という強い
意識を喚起し、自主監視組織を立ち上げる
など、県民総ぐるみの不適正処理防止運動
に展開し、行政･県民が一体となった取組
を図っていきます。
さらに、産業廃棄物の不適正事案を分析
し、法改正等が必要な事項については引き
続き国に対して要望･提案を行っていくと
ともに、法･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に取り組ん
でいきます。
Ⅱ　建設汚泥等有効利用検討会、部会、
ワーキング会議等において、建設汚泥の有
効利用に向けた具体的課題について検討を
行います。
その結果を基に、関係機関と協議・調整を
図りながら、公共工事における建設汚泥の
利用推進のための指針案の作成や環境修復
事業への利用など千葉県の実情にあった新
たな有効利用システム案を取りまとめま
す。
Ⅲ　産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理
行為者の把握と不適正処理行為者による撤
去を強く指導していくとともに、特に硫酸
ピッチなど、行為者が不明等の場合で生活
環境保全上の著しい支障が生じているとき
は、必要により市町村の協力も得ながら県
が自ら支障除去事業を実施します。
Ⅳ　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
監視体制を強化するとともに、硫酸ピッチ
生成の禁止について国に強く働きかけま
す。

19



目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１８

千葉県三番瀬再生計画の
策定

Ｂ

順応的な管理による三番
瀬の再生

Ｂ

住民参加による三番瀬の
再生の推進（千葉モデル
の推進）

Ｂ

三番瀬の自
然環境の再
生

Ｃ　現状維持三番瀬は、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｡

三番瀬の自然環境の再生に
向けて、三番瀬再生会議の
設置、同会議に諮問するた
めの再生計画（基本計画素
案）の作成、三番瀬からの
情報発信、科学的な知見の
集積、老朽化した塩浜護岸
の改修のための調査、漁場
再生手法の具体的検討に向
けた調査などを、実施しま
した。
今後も、徹底した情報公開
と住民参加による県として
の再生計画の策定及び再生
に向けた塩浜護岸の改修な
ど種々の事業の実施につい
て、一層の取り組みが必要
です。

三番瀬の自然環境の再生に向けて、次のことを実施しましたが、徹底した情
報公開と住民参加による再生計画の策定等に向けて、一層の取り組みが必要
です。
① 平成１６年１２月２７日、県民・地元住民・NPO・専門家等からなる三番
瀬再生会議（知事からの再生計画の諮問に応じ、答申を行うなどの役割があ
ります）を設置し、県としての再生計画の策定を進めているところです。ま
た、同会議に諮問するための再生計画（基本計画素案）を作成しました。
②　三番瀬サテライトオフィスには年間6,316人の来場者（対前年度＋1,667
人）があり、様々な展示資料、ビデオ上映等により、県民の三番瀬に対する
関心と理解を深めるのに貢献しました。
③ 三番瀬における再生事業の順応的な管理を行うため、自然環境データ等
のデータベース化、行徳湿地における海水交換、淡水導入の効果を見るシ
ミュレーション調査など、科学的な知見を集積しました。
④ 老朽化した護岸の改修整備のために必要な基礎調査を実施しました。
⑤　三番瀬の漁場再生手法の具体的検討に向けて、漁場再生調査として、ア
オサ、アサリ、藻場造成の調査を実施しました。

①県としての再生計画（基本計画素案）を、三番瀬
再生会議に諮問し答申をいただいた後、パブリック
コメントを実施し、策定する必要があります。
再生計画（事業計画）の策定に当たっては、漁業関
係者、国、地元市との協議・調整を行うほか、事業
主体の検討、短期・中期・長期的な取組の別など、
整理する必要があります。
また、現在、三番瀬再生会議に漁業関係者の参画が
得られていませんが、三番瀬の再生には、漁業関係
者の力と経験的な知識が必要です。
②三番瀬の再生事業の実施に当たっては、順応的な
管理を行うこととしており、自然環境に係る従前及
び今後の調査結果について、情報の効率的な活用を
図るため、引き続きデータベースとして蓄積する必
要があります。
③行徳湿地においては、これまで得られた調査結果
を踏まえ、海水交換や汽水域化など、実施に向けた
具体的な検討を行う必要があります。
④護岸検討委員会の設立及び同委員会における護岸
構造等について意見を聞きながら、構造を決定し、
護岸の改修工事を早急に実施することが必要です。
⑤ 三番瀬の漁場再生調査では、アオサについては
効果的な回収方法、冬季のアサリ減耗を抑えるため
波浪の影響を効率的に軽減する方法、藻場造成手法
を確立する必要があります。

①県としての再生計画（基本計画素案）
を、三番瀬再生会議に諮問し答申をいただ
いた後、パブリックコメントを実施し、策
定します。
再生計画（事業計画）の策定に当たって
は、漁業関係者、国、地元市との協議・調
整を行うほか、事業主体の検討、短期・中
期・長期的な取組の別など、整理します。
引き続き、三番瀬再生会議への漁業関係者
の参加を呼びかけていきます。
②三番瀬の自然環境に係る従前及び今後の
調査結果について、情報の効率的な活用を
図るため、引き続きデータベースとして蓄
積します。
③行徳湿地においては、海水交換や汽水域
化など、実施に向けた具体的な検討を、学
識経験者、NPO、市川市等による検討組織
において行います。
④高潮災害の防止と三番瀬の自然環境の再
生を図るため、護岸検討委員会を設立し、
同委員会の意見を聞きながら、護岸構造を
決定し、護岸の改修工事に早急に着手しま
す。
⑤三番瀬の漁場再生調査では、アオサにつ
いては効果的な回収方法、冬季のアサリ減
耗を抑えるため波浪の影響を効率的に軽減
する方法、藻場造成手法を確立します。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
１９

里山保全協定の締結 Ｂ

森林整備地域活動支援面
積

Ｂ

木造公共施設の整備 Ｂ

教育の森利用回数・利用
者数

Ｃ

木質バイオマスの利活用
（高性能炭化炉による炭
化）

Ｂ

農山村活性化プランの策
定

Ｂ

・　健康と癒しの森整備事業については、高齢者、障害者及び幼児を対象と
した森林インストラクターによる研究会等を２５回開催し、森林の癒し効果
の検証や森林療法のプログラムの検討を行いました。その結果、高齢者を対
象とした森林療法プログラム（試案）が作成され、また、森林療法を行う森
林コースの設定や整備方針の検討等を行うことができ、今後の森林療法の確
立に大きな成果を得ることができました。
Ⅴ　未利用木質バイオマスの推進
　・　木質バイオマス利活用実用化促進事業については、製材残材等の未利
用木質バイオマスを利用する高性能炭化炉が東金市に設置され、炭化処理
データ、木炭の性能分析等の基礎的情報の収集・分析を行い、本炭化装置か
ら生産される木炭の高機能特性が評価されました。また、産学官連携による
共同研究組織「木質バイオマス新用途開発プロジェクトチーム」が編成さ
れ、共同研究会議を開催する中、木炭の農業系資材、環境系資材、工業系資
材等の新用途開発への取組みを始めることができました。
Ⅵ　農山村の活性化計画の策定
　・　ちば・林業の里育成事業については、千葉市及び山武町の２地域で山
村地域活性化プランが策定されました。本事業は、今年度で終了しますが、
プランに基づく計画を地域住民と連携して確実に推進することが重要となっ
ています。

森林の保全
と総合利用

Ｂ　改善県土の約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。

　森林の保全と総合利用に
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。
Ⅰの里山保全協定締結は、
今年度１６件締結され「ち
ば里山センター」の設立に
より、里山の保全整備に県
民の関心が高まっているこ
とや、Ⅲの木造公共施設の
整備は、丸山中学校が地元
産の木材を活用して木造・
木質化されたことや、Ⅴの
木質バイオマスの利活用
は、高性能炭化炉が導入さ
れて稼働している中、木炭
の性能分析や新用途の開発
等が行われていることや、
Ⅵの農山村活性化プランの
策定は、県下１０地区で活
性化プランが策定されたこ
となど、一定の成果をあげ
ることができました。
　一方、Ⅱの森林整備地域
活動支援面積は、木材価格
の低迷等により林業の採算
が取れない状況の中、森林
所有者の森林整備に対する
意欲が低下しており、支援
面積の伸びが不十分な状況
となりました。また、Ⅳの
教育の森利用回数・利用者
数は、異常な夏の暑さや多
数の台風の上陸等により児
童生徒の利用が制限された
こともあり目標を割り込み
ました。

Ⅳ　森林の利用と守り育てる意識の醸成
・　森林・林業教育支援促進事業について
は、「教育の森」の利用推進を図るため、
森林の持つ多面的機能の普及・啓発を積極
的に行い、学校関係者の森林環境教育へ意
識向上に取組みます。
　・　房総の山フィールドミュージアム推
進事業については、房総の山のフィールド
ミュージアム事業の事業評価を行い第２期
事業計画を構築します。また、房総の
フィールドミュージアムネットワーク事業
に関しては、全県下において候補地を選定
するとともに具体的な事業実施に向けて各
種調整を図っていきます。
　・　健康と癒しの森整備事業について
は、引き続き森林療法に関する研究会を開
催し、森林インストラクターの活用を中心
とした森林療法プログラムを作成するとと
もに、森林療法に活用する森林コースの設
定及び整備方法の検討を行います。
Ⅴ　未利用木質バイオマスの推進
　・　木質バイオマス利活用実用化促進事
業については、木質バイオマスの多段階利
用（木炭生産＋排熱利用）に必要なデータ
の収集、分析を行います。また、木炭生産
情報や性能特性等のデータベース化やブラ
ンド構築の取組みを行います。
Ⅵ　農山村の活性化計画の策定
　・　ちば・林業の里育成事業について
は、事業主体である市町村からはプランの
実行を図るため、補助事業の導入の要望も
あることから、他部局を含めた支援方法等
を検討します。

Ⅰ　里山の保全・整備・活用等の推進及び東京湾み
どりの回廊構想の推進
　・　里山条例の定着に向けた里山の保全・整備・
活用の促進については、地域住民による里山の保全
整備等の活動を促進するためには市町村の果たす役
割が大きいことから、今後、市町村と協力した事業
展開を進める必要があります。
　・　森林保全指針の策定については、条例化に向
けて庁内にプロジェクトチームや専門会議の開催に
より条例の詳細な検討、条例案の作成、また、国と
の協議や市町村業界団体等への説明及び県民の意見
を聞くパブリックコメントの実施等を行う必要があ
ります。
・　東京湾みどりの回廊構想の推進については、こ
の構想を推進するため、行政区域を越えて関係自治
体が連携して広域的に取り組む必要があります。
Ⅱ　健全で活力ある森林の創造を図る森林整備の推
進
　・　森林整備地域活動支援事業については、小規
模な森林所有者が多い本県においては、森林所有者
が自ら策定する森林施業計画の認定が全国に比べて
進んでいないことから、間伐等を実施できる森林組
合等の林業事業体が森林所有者と長期の森林施業受
委託契約を結び、森林組合等の林業事業体が森林施
業計画を策定して計画的な森林整備を推進する必要
があります。
　・　二酸化炭素吸収源対策としての森林整備の推
進については、千葉県の森林面積に対して整備でき
た面積が少ないことから、より一層整備を促進する
必要があります。
Ⅲ　ちばの木の需要拡大の促進
　・　ちばの木で家づくり事業については、県産材
の需要拡大をするため、一般消費者、建築士、大
工・工務店等、様々な階層に対して施策を講じたと
ころであるが、今後、それぞれの階層の有機的な繋
がりや協力関係を構築して、より効率的な成果を得
ることが必要であります。
・　林業・木材産業構造改革事業については、公共
施設等に県産木材を利用するに際してより一層の木
質材料等の情報提供や木材流通の円滑化を推進する
必要があります。
Ⅳ　森林の利用と守り育てる意識の醸成
・　森林・林業教育支援促進事業については、「教
育の森」を利用したことのない学校もあることか
ら、
森林環境教育に理解を深めてもらうよう学校関係者
に教育の森」の普及を図り、「教育の森」の利用促
進を更に推進する必要があります。
　・　房総の山フィールドミュージアム推進事業に
ついては、房総の山のフィールドミュージアム事業
の事業評価を行い第２期事業計画を構築する必要が
あります。また、房総のフィールドミュージアム
ネットワーク事業に関しては、全県下において候補
地を選定するとともに具体的な事業実施に向けて調
整を図る必要性があります。
　・　健康と癒しの森整備事業については、①森林
の持つ癒し効果の検証の充実、②森林療法プログラ
ムの確立、③幼児対象領域の検証、④森林セラピー
ロード・基地の検証を行う必要があります。
Ⅴ　未利用木質バイオマスの推進
　・　木質バイオマス利活用実用化促進事業につい
ては、炭化処理時に多くの排熱が発生することか
ら、排熱利用の実用化に取組む必要があります。ま
た、木炭の新用途開発については、さまざまな取組
みが始まったところであり、木炭データの情報提供
やブランド化など、市場開拓のための取組みが必要
となります。
Ⅵ　農山村の活性化計画の策定
　・　ちば・林業の里育成事業については、策定さ
れた地域活性化プランで計画している事項や事業を
確実に推進するため、地域住民の更なる話し合いや
協力体制の整備等が必要です。

Ⅰ　里山の保全・整備・活用等の推進及び東京湾みどりの回廊構想の推進
　・　里山条例の定着に向けた里山の保全・整備・活用の促進については、
里山フェスティバルの開催、里山フォーラムINちばの開催及びみどりのボラ
ンティア研修等を実施することにより、里山に関心を寄せ、又は、里山の保
全整備等の活動に参加する県民や企業が増加しました。その結果、里山活動
団体の手により２８ヘクタールの森林が整備され、また、里山活動協定の認
定件数が３８件となりました。
　　　また、里山の保全整備活動の推進母体である「ちば里山センター」を
設立することができ、本センターが中心となって開催した「里山フォーラム
INちば」には２千名を超える参加者があり、県民参加の里山保全の良い契機
となりました。
　・　森林保全指針の策定については、森林保全を進めるためには、森林の
開発行為を適正化することが喫緊の課題であることから、森林保全指針の作
成に止まらずに開発行為の適正化に関する条例の制定を進めることとしまし
た。この結果、「（仮称）千葉県森林の開発行為の適正化等に関する条例」
を制定するため、「千葉県における森林の開発行為の適正化等を図るための
条例化による対策の方向性（案）」を取りまとめることができました。
　・　東京湾みどりの回廊構想の推進については、八都県市緑化政策専門部
会や首都圏都市づくり研究会で広域的な緑のネットワークを検討するととも
に、八都県市の公園緑地の施策現況を整理した「緑の知る、見る、歩く」
マップを作成することができました。

　Ⅱ　健全で活力ある森林の創造を図る森林整備の推進
・　森林整備地域活動支援事業については、君津市において新規の地域活動
実施協定が締結されて、支援交付金の対象面積が４１８ヘクタールとなりま
した。
・　二酸化炭素吸収源対策としての森林整備の推進については、民有林及び
県有林において造林・間伐等の保育事業等を１，０３０ヘクタール実施して
サンブスギ溝腐病被害地等の森林整備が進み健全な森林を増やすことがでま
したが、まだ十分とは言えない状況です。
Ⅲ　ちばの木の需要拡大の促進
　・　ちばの木で家づくり事業については、小規模なモデル木造施設を製
作・展示し、また、住宅建築等のユーザを対象としたセミナーの開催やアド
バイスの実施を行ったことにより、県民、建築設計士等の建築関係者等に県
産材の普及は図られ、また、交流・連携の拡大及び情報交換を促進すること
ができました。
・　林業・木材産業構造改革事業については、文部科学省の補助事業と連携
して中学校を木造・木質化し施設の居住性を高めることができました。学校
という地域のシンボル的な公共施設に地元産の木材を使用したことにより、
広範に関心を集めることができ、木材の良さの普及と地元産木材の利用によ
り地域の林業・木材産業の振興を図ることができました。
Ⅳ　森林の利用と守り育てる意識の醸成
　・　森林・林業教育支援促進事業については、「教育の森」において間
伐・除伐の実施や樹木ラベルの設置及び体験学習に必要な用具類の整備を
行ったことにより、森林・環境教育の場としての環境を整えることができま
した。
　・　房総の山フィールドミュージアム推進事業については、自然観察路の
整備と野外展示の更新を行い、自然観察会等を２０回開催し、また、ニュー
スレター、ポスター、ホームページ等により広報を行い、更に、三島小学校
教室博物館における展示等を行いました。その結果、参加者の増加及び地域
との連携を強化することができました。また、この成果を生かして房総の
フィールドミュージアムネットワークに関して次年度以降の具体的な計画案
を構築することができました。

Ⅰ　里山の保全・整備・活用等の推進及び
東京湾みどりの回廊構想の推進
　・　里山条例の定着に向けた里山の保
全・整備・活用の促進については、里山条
例を広く県民に定着させ、県民が主体と
なった里山の保全整備等の活動を促進する
ため、引き続き「ちば里山センター」を中
心に里山活動団体等県民と協働して事業を
推進します。
　・　森林保全指針の策定については、条
例化に向けて、専門会議等で条例の詳細な
内容を検討し、条例案の作成、関係機関へ
の説明、パブリックコメントの実施等を行
い、平成１８年２月議会に「（仮称）千葉
県森林の開発行為の適正化等に関する条
例」を上程すべく引き続き積極的に取り組
みます。
・　東京湾みどりの回廊構想の推進につい
ては、地域制緑地を確保する新たな制度が
創設されたことから、検討調査を受け、市
町村とも連携を図りつつ具体的な対応につ
いて検討を行っていきます。
Ⅱ　健全で活力ある森林の創造を図る森林
整備の推進
　・　森林整備地域活動支援事業について
は、森林組合等の林業事業体が森林施業計
画を策定するような支援策を検討するとと
もに、計画策定後においては、森林整備地
域活動支援交付金を有効に活用して間伐等
の森林整備を計画的に推進します。
　・　二酸化炭素吸収源対策としての森林
整備の推進については、今後、地球温暖化
対策等を推進する上でますます重要となっ
てくることから、森林整備の推進に引き続
き取り組みます。
Ⅲ　ちばの木の需要拡大の促進
　・　ちばの木で家づくり事業について
は、常に生産から消費までの階層の協力関
係を念頭にして事業を実施するとともに、
事業の効果を検証しながら木材需要の拡大
に引き続き取組みます。
・　林業・木材産業構造改革事業について
は、多くの県民が訪れる学校等の公共施設
の木質化・木造化を関係者と連携して一層
促進することとします。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２０ 東葛テクノプラザ共同研

究数
Ａ

大学等発ベンチャー起業
数

Ａ

特許移転件数 Ａ

産業支援技術研究所共同
研究件数

Ｂ

企業誘致件数 Ａ

Ⅰ　産業クラスターの形成促進
産業クラスターを深化・発展させ、技術革新が起こりやすい環境を整えるこ
とが必要です。このため、16年7月には東大柏ベンチャープラザが開所する
とともに、かずさバイオ共同研究開発センターや東大柏キャンパス、長期滞
在型施設の整備などが行われています。また、「東京圏ゲノム科学の国際拠
点形成プロジェクト基本構想」を踏まえ、国の競争的資金に１件採択され、
国から研究費約80,000千円（１６年度分）獲得しましたが、東京圏ゲノム科
学としての特別予算の獲得には至りませんでした。さらに、本県IT産業の拠
点といえる幕張地区で世代ITの実証実験を実施した結果、ICカードやお財布
携帯電話が使用できる環境の整備や地域のイベントをインターネットにより
ライブ中継する仕組みの導入が検討されるなど、実証実験を契機に民間の需
要を導くことができました。
Ⅱ　産学官連携の強化・充実
　　新産業の創出を図るため、東葛テクノプラザにおいて産学官の共同研究
を２９件（昨年度からの継続を含む）コーディネートしました。また、大学
の持つ研究成果を活用して起業化を目指すベンチャー企業等に対し支援を行
うため、東大柏ベンチャープラザに入居する創業間もない企業や財務基盤の
弱い企業に対する入居費の補助やインキュベーションマネージャーの配置な
ど、大学発ベンチャー等に対してきめ細かい支援を行いました。さらに、特
許情報活用アドバイザーによる企業訪問等の指導支援や知的財産制度の普
及・啓発のための講習会を開催し特許の利用促進を図り、また、中小企業知
財戦略策定のための専門家を企業に派遣し、知財戦略の策定や新分野進出に
向けた特許取得などの支援を行いました。

２１世紀型
新産業への
展開

Ｃ　現状維持本県では、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ＤＮＡ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。

２１世紀型新産業への展開
に向けて概ね順調に進んで
います。この理由として、
①東葛テクノプラザの共同
研究数が４１件増加したこ
と。②大学等発ベンチャー
企業数が２０年度目標の１
５社を１６年度で達成した
こと。③特許移転件数（知
的所有権センターによる累
計）がこの２年間で倍以上
の大幅な伸びを示している
こと。④企業誘致件数が目
標を上回る３７件に上った
ことがあげられます。一
方、産業支援技術研究所共
同研究件数は目標までは達
しませんでしたが、前年並
みの件数となり一定の成果
をあげることができまし
た。

Ⅰ　産業クラスターの形成促進
・「東京圏ゲノム科学の国際拠点形成プロジェクト
基本構想」に位置付けられた、拠点整備、研究開発
プロジェクトなどの速やかな実現に向け、引き続
き、各関係府省に働きかけを行うことが必要です。
・次世代IT実証実験の成果を踏まえて、幕張地域だ
けでなく、他地域での展開を進め、IT利活用による
生活利便性の向上、県内IT産業の振興を図る必要が
あります。
Ⅱ　産学官連携の強化・充実
・産学官連携のための環境づくりを効率的・効果的
に進めるためには、県と大学組織とが連携する必要
があります。
・特許侵害や模倣品対策は、弁護士相談を行ってい
ますが、決まった相談日に出向くことが必要であ
り、後手に回ることが多いため、直接企業に出向い
て課題解決を図ることが必要となっています。ま
た、特許相談に関しては、相談日を定めて対応して
いますが、必要なときに適切なアドバイスを受けら
れる体制の整備が必要です。
Ⅲ　ベンチャー企業の創出・育成
・ベンチャー企業等は、技術開発、製品企画や販路
開拓など多種多様な課題を抱えていることから、こ
うした課題に幅広く対応する必要があります。
Ⅳ　産業の競争力に資する戦略的な企業立地支援
・制定した企業立地の促進に関する条例及び基本方
針にのっとり、企業誘致を進めていくこととなりま
すが、その具体化が課題です。
・外資系企業スタートアップセンター（FASuC）
は、平成１７年１月に施設を１０室から２０室に拡
張しましたが、拡張分についての入居実績はなかっ
たため、平成１７年度は「ちば投資サポートセン
ター」を中心に関係機関と連携して積極的な誘致活
動を展開する必要があります。

Ⅰ　産業クラスターの形成促進
・「東京圏ゲノム科学連携会議」の場を通
じて、８都県市自治体、産業界、産学連携
ＮＰＯ組織と連携した取組みを進めていき
ます。
・つくばEXが１７年８月に開業し、東京大
学や東葛テクノプラザ等が立地するなど、
活力が高い産業集積地である柏地域におい
て、中小企業が参入しやすいモバイルIT分
野でのシステム開発・実証実験を支援して
いく予定です。
Ⅱ　産学官連携の強化・充実
・知的財産本部やTLOの設置など企業との
連携を深めようとする大学と連携してセミ
ナーを開催するなど、大学組織との連携を
深め、共同研究や技術移転の促進に努めま
す。
・中小企業の知的財産を創造し、中小企業
の保有する独自技術を元にした特許化や研
究開発のため、必要なときに適切な専門家
による支援体制の構築に取り組みます。さ
らに、中小企業では、人的・組織的に知的
財産に関する体制が整備されていないこと
から、中小企業からのすべての相談に応ず
るワンストップサービス体制の構築に取り
組みます。
Ⅲ　ベンチャー企業の創出・育成
・今後も中小企業の経済活動を支援するた
め、引き続き「ブラッシュアップアドバイ
ス事業」の実施や「新技術・新製品説明
会」、「セールスプロモーションちば」を
開催します。
Ⅳ　産業の競争力に資する戦略的な企業立
地支援
・企業立地の促進に関する条例及び基本方
針を効果的に展開するため、情報提供、誘
致活動の充実強化、補助金の交付など重点
的な施策の具体化を図ります。
・平成１７年度において、「ちば投資サ
ポートセンター」の機能強化により、外資
系企業誘致の一層の促進を図ります。

Ⅲ　ベンチャー企業の創出・育成
デザインの専門家等を派遣することで「売れるものづくり」のための支援を
し、専門家のアドバイスに基づいた新製品の発売や新たな販路の開拓を支援
する「ブラッシュアップアドバイス事業」を実施するとともに、ベンチャー
企業等を支援するＮＰＯ６団体とネットワークを構築し、中小企業の多様な
支援要望に対応できる体制を整えました。また、「新技術・新製品説明会」
を開催し、参加企業42社の製品を官公庁等担当者370人余りに紹介し、その
中の製品が採用されました。さらに、「セールスプロモーションちば」を開
催し活発な商談が行われ、参加した中小・ベンチャー企業のアンケート結果
では「本事業により、ビジネスパートナーとしてのつながりを持つことがで
きた」との回答が８０％ありました。
Ⅳ　産業の競争力に資する戦略的な企業立地支援
千葉県企業立地の促進に関する条例及び基本方針の制定、立地企業補助金の
拡充など企業誘致施策体系を整備しました。また、外資系企業スタートアッ
プセンター（FASuC）は、２社の入居があった結果、既設部分は全室（１０
室）入居となり、外資系企業の進出拠点を拡充するために、平成１７年１月
に施設を１０室から２０室に拡張しました。さらに、市町村等と連携し、立
地済企業のフォローアップを行い、インフラの整備、人材相談、遊休地情報
などの相談を受け、情報提供などに努めました。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２１ 経営革新支援計画の承認

件数
Ａ

中小企業振興資金融資額 Ｂ

貸付債権担保証券（ＣＬ
Ｏ）による融資額

Ａ

養成修了者の新事業立上
げ件数

Ａ

地域通貨活用商店街数 Ａ

事業プラン提案件数 Ａ

窓口相談事業（千葉県産
業振興センター等）

Ｂ

中小企業等
の活性化

Ｂ　改善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。

　中小企業等の活性化に向
けて概ね順調に進んでいま
す。中小企業の経営革新へ
の取組を支援する経営革新
支援計画承認件数は目標を
達成し、また中小企業金融
については融資制度全体の
利用状況は中小企業等の資
金需要が低調に推移したこ
とにより目標を下回ったも
のの、制度融資として新た
に企業再生支援資金を創設
するとともに、貸付債権担
保証券（ＣＬＯ）の仕組み
を活用した融資の総額は目
標の1.5倍となりました。
　さらに、信用保証協会、
地元金融機関と連携・協調
して審査期間を大幅に短縮
して実施する即決型融資
（クイックローン）の定着
と拡充に努め、1,507億円
の保証実績となりました。
　商店街の活性化について
は、商店街若手リーダー養
成事業（ふさの国商い未来
塾）の受講者がスタート以
来7年間で124名となり、新
事業の立上げ件数も平成14
年度の2.5倍になるなど、
人材育成の効果が現れてき
ています。
　窓口相談については、相
談件数は見込みを下回った
ものの、経営革新や創造的
な活動を行う意欲ある中小
企業者の要請に応じ、企業
の抱える課題解決のための
専門家を派遣するなど、経
営改善を支援しました（派
遣企業52社、派遣日数502
日）。

Ⅰ　創業・経営革新の促進
　　・経営革新に取り組む企業に対し、きめ細かい指導･助言に努めたこと
及び中小企業支援機関との連携を強化したことにより、承認件数が増加し、
111件となりました。
　　・特許流通アドバイザーによる特許流通移転の仲介により55件の移転が
ありました。また、特許情報活用アドバイザーによる企業訪問等の指導支援
(520件)や知的財産制度の普及・啓発のための講習会(10回)の開催により特
許の利用促進を図りました。
Ⅱ　中小企業金融の円滑化と多様化
　　・地域の中核的な中小企業の早期再生を図るため、企業再生支援資金
（制度融資）を創設しました。
　　・中小企業金融の多様化を目的として、貸付債権担保証券（ＣＬＯ）の
仕組みを活用した融資を15年度に引き続き実施（約150億円）し、元気な中
小企業に無担保・第三者保証人なしで長期の安定的資金を供給することがで
きました。
　　・信用保証協会、地元金融機関と連携・協調して、審査期間を大幅に短
縮して実施する即決型融資（クイックローン）の定着と拡充に努めた結果、
導入以来1年半で約2000億円の保証実績となりました。
Ⅲ　人材育成と連携・協働への取組支援
　　・今年度、商店街若手リーダー養成事業（ふさの国商い未来塾）を14名
が修了し、平成10年のスタート以来修了者は124名となり、それぞれの地域
や商店街の中心となって地域の活性化に成果を挙げ始めています。
　　・商店街とＮＰＯや大学などが連携・協働して行う活性化プランを公募
し、事業効果が高いと認められた5プランを商店街再生のモデル事業として
事業の実施を支援しました。
Ⅳ　情報提供・経営相談体制の充実
　　・経営革新や創造的な活動を行う意欲ある中小企業52社に対し、延べ
502日間専門家を派遣し、経営課題の改善・解決を支援しました。
　　・中小企業の国際ビジネスを支援するため、海外取引アドバイザーによ
る相談（700件）、海外企業とのビジネスマッチング（4回開催、延べ80社参
加）等を実施し、県内企業の貿易促進や海外展開による事業拡大及び海外企
業との連携を促進しました。

Ⅰ　創業・経営革新の促進
　　　17年4月に中小企業支援3法（経営革新支援
法、中小創造法及び新事業創出促進法）が一本化さ
れ、創業、経営革新、新連携を施策の柱とする「中
小企業新事業活動促進法」が制定されるため、この
新法制定に則して、中小企業の創業、経営革新に対
する取組を促進する必要があります。
Ⅱ　中小企業金融の円滑化と多様化
　　　金融環境が激しく変化する中、これまでにも
増して資金調達の円滑化及び多様化が必要とされて
おり、また、財務体質の改善が必要となっている中
小企業の再生支援の取組を強化する必要がありま
す。
Ⅲ　人材育成と連携・協働への取組支援
　　　商店街の活性化に向け、人材の育成、地域に
おけるＮＰＯ、大学等との連携・協働による取組に
ついて、引き続き支援していく必要があります。
Ⅳ　情報提供・経営相談体制の充実
　　　中小企業は経営、人材、技術開発、販路開
拓、情報化等様々な課題を抱えており、経営革新や
創造的な活動を行う意欲ある中小企業者の成長・発
展を促進するため、これらの課題の解決に向け、専
門家の派遣等により支援していく必要があります。

Ⅰ　創業・経営革新の促進
　　　「中小企業新事業活動促進法」の周
知広報を積極的に展開するとともに、新た
な事業である「新連携」に取り組む企業グ
ループの掘り起こしや創業、経営革新への
取組を促すともに、中小企業支援機関相互
の連携を高め、中小企業の新事業展開を促
進します。
Ⅱ　中小企業金融の円滑化と多様化
　　　県の制度融資を中心に、中小企業再
生支援融資の展開、貸付債権担保証券（Ｃ
ＬＯ）の仕組みを活用した融資、担保や保
証人に依存しない融資の推進などにより、
中小企業の継続的で円滑な資金調達の確保
を図ります。
Ⅲ　人材育成と連携・協働への取組支援
　　　商店街リーダーの養成など人づくり
や企業間及び地域住民などとの多種多様な
連携・協働の強化を図り、商店街の集客力
及び地域における商業機能の向上を支援し
ます。
Ⅳ　情報提供・経営相談体制の充実
　　　中小企業経営に不足する技術、人
材、情報、資金など様々な経営課題に対す
る支援体制の整備・充実を図るほか、国際
化への対応など中小企業経営の着実な向上
を支援します。
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施策
２２

グレードアップ産地にお
ける販売額

Ａ

構造改革特区認定地区数 Ｃ

農地の利用権設定等面積 Ａ

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。

国際化に対応した力強い農
林水産業の展開に向け順調
に進んでいます。
指標として掲げているグ
レードアップ産地における
販売額については、完了年
度を待たず１０地区の産地
で育成目標を達成し、また
農地の利用権設定面積につ
いても目標を上回るなど、
一定の成果を上げることが
出来ました。

消費者と生産者相互の視点に立った農林水産業の新
たな展開として、消費者の信頼と連携を基本とした
「食」の安全安心対策と豊かな食生活に向けた「千
産千消」の推進、持続できる生産体制の構築と多様
な流通販売対策の展開などに取り組んできました。
しかし、ＷＴＯやＦＴＡ農業交渉等の進展や、農林
水産物価格の低迷、安価な外国産の農水産物の輸入
増加、水産資源の減少に対して、生産者がやる気と
夢を持ち続け、将来にわたって生産意欲が減退しな
いよう、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。

農林水産業に携わることで幸せが実感でき
る元気いっぱいな経営体を育成していきま
す。併せて、輸入農産物より品質が優れ、
高く売れる農産物を安定的に生産できるよ
うにします。
そのため、
①　経営感覚に優れ、元気で独自性のあ
る、個性的な経営体の育成
②　地域の創意工夫による、魅力ある農山
漁村づくり
③　元気な経営体を地域全体で支える安定
的な生産の場の確保
を柱として、担い手の育成と連携強化、生
産体制の整備から魅力ある農山漁村づく
り、それらを地域全体で支える安定的な生
産の場の確保に至る広範な取組を推進して
いきます。

Ⅰ　経営感覚に優れ、元気で独自性のある、個性的な経営体の育成
・園芸用ハウス・予冷庫の整備により、高品質で安定した野菜・果樹生産体
制およびコールドチェーン化に対応した流通体制の推進が図られました。
・グレードアップ産地育成普及活動推進事業では、完了年度を待たず、１０
地区の産地で育成目標を達成しました。
・就農促進講座には、県内１０地区で約１７０名の参加者があり、就農啓発
の推進が図られました。また農業経営体育成セミナーには、県内１０地区で
約２８０名の受講生があり、就農直後の青年農業者の経営者能力向上が図ら
れました。
・農業士２５名、指導農業士１９名が新たに認証され、認証者数の累計は、
農業士１０１６名、指導農業士５６０名となりました。
・女性起業活動フォローアップ事業で、地域の農林産物を原材料として活用
することをコンセプトとして、地域の伝統食の掘り起こし、ふきの粕漬けの
試作、大豆生産とみそ加工等や新たな特産加工品の開発が始まりました。
・新品種育成強化促進として、サトイモ良品多収品種「千葉１号」及び水稲
早生良食味品種「千葉28号」を育成し、登録申請を行いました。

Ⅱ　地域の創意工夫による、魅力ある農山漁村づくり
・千産千消や実需者・消費者との連携強化を促進する取り組みを２２地域で
実施したことにより、景観作物、枝豆等のよる都市農村交流活動を通し、都
市住民の食と農業・農村への理解を深めることに寄与しました。
・集落型経営体の成立を規定する不作付け水田発生メカニズムのパターン及
び米販売チャネルの類型が抽出されました。この結果は、次年度以降に実施
する全般的な農業構造分析を行う上での重要な指標となります。
・農業生産基盤と農村環境基盤の整備により、農業生産の維持・向上ととも
に農村の生活環境の改善が図られました。
・休耕田を活用したホンモロコの養殖技術が開発されました。
・房総体験大使として委嘱された者が、自らが所属する団体でツアーを組
み、グリーン・ブルーツーリズムを体験させる事例がいくつも見られまし
た。
・地域の核となるモデル事業団体が育ち、広域での受け入れ態勢の整備が図
れました。
・農産物直売所や体験農園関連施設等を整備することにより、都市と農村と
の交流が図られました。
・都市部イベントに参加し、千葉県産農林水産物等の販売、農林漁業体験メ
ニューや直売所施設等の情報を掲載したパンフレットの配布を実施し、都市
部住民へ広く紹介しました。

・大網白里町で約６０aの市民農園が開設されるなど、遊休農地の発生防
止・解消につながる市民農園が５箇所、約３．９ｈａ増加しました。
・農林業未利用資源のリサイクルを推進するために、牛ふん堆肥及び牛ふん
炭化物等の再資源化技術及び肥料利用技術を開発しました。

Ⅲ　元気な経営体を地域全体で支える安定的な生産の場の確保
・新規の利用権設定、農作業受委託により農業経営の合理化が図られ、地域
の水田の効率的な利用が図られました。
・農地保有合理化事業により農地の集団化ができました。（７箇所を４箇所
に集約化）
・認定農業者が151経営体（うち法人経営８経営体）増加しました。
・平成１５年１１月から平成１６年１０月までに、農業法人が２１法人増加
しました。
・生態系に配慮した排水路を２８３ｍ実施し、環境保全に努めました。
・かんがい排水事業においては、農業用用排水施設の整備を行い、農地の高
度化、水利用の安定と合理化を図るとともに、大雨に対する排水効果も向上
することができました。
・効率的な予算配分により、かんがい排水整備事業実施１８地区の内７地区
（受益面積3,010ha）、畑地帯総合整備事業実施８地区の内５地区（受益面
積976ha）、地域用水環境整備事業実施３地区全てを完了させることがで
き、効果の発現を図ることができました。

国際化に対
応した力強
い農林水産
業の展開

Ａ　拡大
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２３

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

－

空港への交通の整備 Ａ

Ａ

－

里山整備と植栽の推進 －

成田空港と
アクセス整
備及び国際
空港都市づ
くり

Ａ　拡大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。

国際物流関連企業の立地
の促進

成田空港とアクセス整備及
び国際空港都市づくりに向
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、①騒音対策の着実な実
施、桜の木の植樹や成田国
際空港（株）によるグリー
ンポート エコ・アグリ
パーク(仮称)の整備の決定
等潤いのある生活環境の整
備を推進できたことや、②
成田新高速鉄道・北千葉道
路の環境影響評価現地調査
等手続きの着実な進展、③
空港南部工業団地等への物
流関連企業による保税蔵置
場が17社増加するなど、一
定の成果をあげることがで
きました。一方、国際物流
基地構想は用地交渉が進ま
ず、不十分な状況です。

・首都圏中央連絡自動車道・北千葉道路及び関連道路の事業化に向けた調査
等の促進 （通年）
・国道４０９号、（主）成田松尾線の用地買収の推進、（主）成田小見川鹿
島港線の用地買収の推進（通年）が図られた。
・成田新高速鉄道・北千葉道路について環境影響評価現地調査の進展が図ら
れた。
・成田国際空港（株）によるグリーンポート エコ・アグリ パーク(仮称)整
備が決定した。
・平成１６年度までに空港周辺に立地した保税蔵置場は37社（平成17年6月
40社）になった。
・空港南部工業団地Ａ地区10.3ｈａの造成工事及び調整池工事が完了し、西
側の２区画の予約分譲契約を締結した。
・観光キャラバン隊によるセールス活動により、修学旅行の仮予約の件数が
増加し、北海道プロモーションについては、冬期間中のゴルフ商品を中心に
１１の新規商品が造成された。
・韓国、台湾において、旅行ツアーが造成された。韓国の一般紙、雑誌、台
湾の雑誌に本県観光について記事掲載された。
・小学校に「英語科」を設置し，２０分授業を週４回実施するなど，授業時
間の確保ができた。

・成田国際物流複合基地について、用地取得の困難
性に伴う造成工事の遅れ
・招請事業、国際観光展の出展などプロモーション
に際しては、招請者のピックアップ、ツアーコース
の選定などについて、詳細な検討が必要
・小学校教員の指導力の向上、中・高等学校の英語
教員が英語を使って指導できる英語力や教授力を備
えるための研修の充実
・外国語指導助手や外国人教員の増置

・成田国際物流複合基地の用地問題解決及
び南側２期地区の早期着工のための方策を
検討する。
・修学旅行誘致については、観光キャラバ
ン隊の参加者を増やし、北海道プロモー
ションについては、今回構築した手法を生
かし、継続した取り組みを行う。
・外客誘致については、対象国に中国を加
えること、ＰＲ手法の検討など、対象国に
適合するプロモーション手法を選択する。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２４

Ｃ

Ａ

東葛テクノプラザ共同研
究件数

Ａ

施策
２５ 幕張新都心の就業人口 Ｂ

幕張新都心の居住人口 Ｂ

幕張新都心の活動者数 Ｂ

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

Ａ　拡大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。

つくばエクスプレスの開業
が平成17年8月24日に決定
したことから、16年度にお
いては、鉄道開業時に必要
となる新駅周辺の公共的な
都市基盤施設の整備を引続
き着実に推進するととも
に、地元市や関係機関と連
携し、当地域の基本コンセ
プトである「環境・健康・
創造・交流の街」の形成に
向け、目指すべき将来像や
今後の具体的な取組み等の
検討を進めた。
また、新たな産業拠点の形
成を図るため、東葛テクノ
プラザの共同研究開発を支
援するとともに、東京大学
柏キャンパス等と地域産業
との産学官連携の促進に取
組み、平成16年8月20日に
は東大柏ベンチャープラザ
が開設された。

Ⅰ柏北部中央地区及び運動公園周辺地区については、駅前広場、駅に連結す
る都市計画道路、駅周辺の施設整備並びに商業地区の造成工事を行い、平成
17年8月24日の鉄道開業に向けた公共的な基盤施設の整備を進めました。
また、環境・健康をテーマとした、沿線地域における今後の戦略的なまちづ
くりを検討するため、産学官による横断的な検討の場を作り検討を進めまし
た。
Ⅱ大学連携型のインキュベーション施設として、平成16年8月20日に東大柏
ベンチャープラザが開設され、当所に入居する創業間もない企業や財務基盤
の弱い企業に補助するとともに、インキュベーションマネージャーを配置し
きめ細かい支援を行いました。
　また、東葛テクノプラザに配置したリエゾンマネージャーが、２９件の産
学官の共同研究をコーディネートし、事業化・製品化を進めました。

つくばエクスプレスの開業に合わせた新駅周辺の都
市基盤整備を重点的に取り組むとともに、駅への交
通手段の確保と鉄道利用促進のための取り組みが重
要となります。
また、環境・健康をテーマとし、沿線地域に集積し
ている大学等の学術研究機能を生かした大学のある
まち、産学官の連携による産業クラスターの形成の
促進に取り組む必要があり、そのための具体的な取
組みを実現化の検証を行いながら推進するととも
に、産学官の組織横断的な推進体制を構築する必要
があります。

２００５年アクションプランでは、平成17
年8月24日のつくばエクスプレスの開業に
向けて、新駅周辺における土地区画整理事
業など都市基盤施設の整備を着実に進める
とともに、多くの方々に利用していただけ
るよう地元市等と連携し効果的なＰＲ活動
を展開します。
また、当地域のまちづくりの基本コンセプ
トである「環境・健康・創造・交流の街」
の形成に向けて、産学官の組織横断的な推
進体制の構築を検討するとともに、地元市
と連携しながら、地域の魅力を体感できる
特色あるまちづくりを促進します。
更に、東京大学柏キャンパス、東葛テクノ
プラザ、東大柏ベンチャープラザなどを生
かした、産学官共同研究の実施などにより
新産業創出及び起業化への支援を行ないま
す。

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）

複合機能都
市「幕張新
都心」の形
成

Ｃ　現状維持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１
４万人の人々が活動す
る都市を目指すことと
しています。

平成１７年度には、日々約
14万人が活動する都市の実
現に向けて、概ね着実に進
んでいます。
　就業人口については、厳
しい社会経済情勢により、
やや減少したものの、居住
人口及び活動人口について
は、幕張ベイタウンで着実
に入居が進んだことや新た
な施設の立地などにより増
加しました。

・外資系企業スタートアップセンター事業
　　外資系企業スタートアップセンターは、全室（１０室）満室となり、外
資系企業の立地を促進することができました。また、入居企業に対する家賃
補助及びコンサルティングを行いました。
・幕張新都心ＩＴ拠点形成事業
　　幕張新都心において次世代ＩＴ実証実験事業を実施した結果、ＩＣカー
ドやお財布携帯電話が使用できる環境の整備や地域のイベントをインター
ネットによりライブ中継する仕組みの導入が検討されるなど、実証実験を契
機に民間の需要を導くことができました。
・住み、働く人などとともに創り出すまちづくりの推進
　　「幕張新都心クリーンの日」の一斉清掃により、新都心の道路や公園な
どの公共施設の美観の保全につながりました。また、「幕張新都心のまちづ
くりを考える意見交換会」で提案のあった季節感あふれるまちづくり事業と
して、プランターへの花植えを実施することになりました。
・幕張ベイタウン事業の着実な推進
　　住宅地区の入居計画に合わせて道路・共同溝等公共施設の整備や雑誌編
集タイアップとして、飲食店情報を「大人のウォーカー」、女性や若者を
ターゲットとした商業施設の紹介などを「ＪＪ」等の雑誌へ掲載し、幕張ベ
イタウンの住宅販売を促進することができました。
・拡大地区における土地利用の弾力的な運用及び整備の推進
　　拡大地区において土地分譲及び土地貸付けにより、新たな企業誘致を行
うとともに、契約済み企業の土地の有効活用が図られるよう努めました。
・幕張メッセの機能拡充･強化
　　　幕張メッセ施設の劣化補修やユニバーサルデザインやバリアフリーに
基づき展示ホール内にエレベーターの設置やトイレの自動水洗化を行うな
ど、車椅子使用者等の利便性の向上を図りました。

東京都心ではオフィスビルの大量供給が続いてお
り、幕張新都心への新たな企業進出は依然として厳
しい状況におります。また、住宅についても都心物
件との競争が更に激化しています。
　このような状況から、これまでに集積された機能
を活用するとともに、更に幕張新都心の　　魅力を
一層高める施策を推進する必要があります。

　これまでの多様な機能の集積や東京都心
と成田空港への利便性を活かし、企業の進
出しやすい環境づくりや就業者、居住者及
び来訪者等にとって魅力あるまちづくりを
推進するため、
①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の推進
②柔軟な土地活用により拡大地区において
柔軟な企業誘致の促進や整備を推進するな
ど、幕張新都心の熟成
③幕張メッセ機能や利用促進策を強化し、
コンベンション会場としての魅力の向上
など、積極的に取組み､更に幕張新都心を
発展させていきます。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２６

企業等誘致件数 Ａ

貸研究施設整備件数 Ｂ

かずさＤＮＡ研究所の公
的研究資金の導入件数

Ｂ

かずさＤＮＡ研究所特許
権出願件数

Ａ

立地企業の満足度 Ｂ

３　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。
　・　利便性の高い、快適な研究環境・都市環境を整備するため、民間資本
を活用し「研究者等長期滞在施設」の整備を進め、平成１７年６月に竣工し
ました。アカデミアパーク内に居住施設を整備することにより、研究者等が
時間に拘束されずに研究等に専念できる環境を提供できるようになりまし
た。また、木更津駅からの新規バス路線の開設及び東京湾アクアライン高速
バスの増便により、パークへの交通利便性が向上しました。情報通信基盤の
点では、かずさアークでダークファイバの利用が開始されましたが、パーク
内全域へのサービス供用はできませんでした。

施策
２７ NPOによる多文化共生モ

デル事業の実施
Ｃ

外国籍児童生徒の支援に
関する講習会出席者数

Ｃ

NPO等による国際交流モ
デル事業の実施

Ａ

海外技術研修員受入数 Ａ

民間国際交流団体数 Ｂ

外国語版ニューズレター
配信対象件数

Ｃ

幕張アジアアカデミー講
座実施高校数

Ａ

サイエン
ス・パーク
「かずさ」
の国際的地
位の確立

Ｂ　改善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。

サイエンス・パーク「かず
さ」の国際的地位の確立に
向けて概ね順調に進んでい
ます。その理由として、企
業誘致件数が３３件（累
計）、貸研究設備整備件数
が４件（累計）と一定の成
果をあげることができ、
「かずさＤＮＡ研究所バイ
オ共同研究開発センター」
が１７年５月に開所するな
どバイオコンビナート構想
が進んでいることが挙げら
れます。また、新規バス路
線の開設やかずさアークで
の高速通信サービスの利用
開始など立地企業の要望に
応えることができました
が、一部サービス未供用地
域があるなど不十分な点が
あります。

１　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。
　・　アカデミアパークの国内外への知名度を高め
るため、国際的な展示会への積極的な出展等を実施
してきましたが、研究所・企業等の集積促進には、
国内経済の動向や企業の設備投資意欲という要因が
強く影響することから、かずさアカデミアパーク独
自の魅力を惹起し、宣伝する必要があります。
　
２　「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。
　・　共同研究プロジェクトなどを契機として新た
な大学や企業を誘致するためには、産学官連携やベ
ンチャー企業の支援を行う確固とした体制が必要で
す。かずさバイオ共同研究開発センターが竣工し、
ハード面の整備が進ましたが、今後は研究開発成果
や技術力を活かすための企業活動に関する支援な
ど、産学官連携を推進するソフト面の充実が重要な
課題となります。

３　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。
　・　今回整備した「研究者等長期滞在施設」は単
身者用のため、家族向け居住施設の整備について
ニーズを把握しながら進めていく必要があります。
また、情報通信基盤については、高速通信サービス
の供用区域が限定されていることから、パーク内全
域へのサービス供用を事業者に働きかける必要があ
ります。

１　名実ともに世界に評価される国際研究
開発拠点の実現を目指して、生物工学（バ
イオテクノロジー）関連分野を中心に多様
な研究・開発、学術機能の集積を図りま
す。
　・　研究所・企業等の集積促進に向け､
引き続き、展示会への出展や現地視察会の
開催、積極的な企業訪問等を実施するとと
もに、かずさアカデミアパーク独自の魅力
の醸成に努めます。
　
２　「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。
　・　産学官の広域ネットワークを構築
し、融合生命科学の研究拠点としての整備
促進に向けソフト面の充実を図ります。具
体的には、（財）千葉県産業振興センター
と連携し、産学官共同研究のコーディネー
ト、セミナーやビジネスマッチング交流会
などの事業を行い、新産業の創出支援、ベ
ンチャー企業の育成などに努めます。

３　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。
　・　交通利便性向上、情報通信基盤の向
上を図り、魅力ある都市基盤を整備するた
め、研究者等のニーズを的確に把握しなが
ら、引き続き、関係事業者への働きかけを
行います。また、
居住施設については研究所等の集積状況を
考慮しながら、民間資本を活用した取組み
を検討
します。

１　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。
　・　多様な研究・開発、学術機能の集積を図るためには、企業等が進出し
やすい環境を整えるとともに、アカデミアパークの国内外への知名度を高め
る必要があります。そのため、起業家育成施設等入居企業に対する補助を実
施し、ベンチャー企業のかずさアカデミアパークへの進出を促しました。ま
た、国際的なバイオテクノロジー関係の展示会への積極的な出展により国内
外への知名度を高める努力をした結果、平成１６年１２月にバイオテクノロ
ジー関係の雑誌社が実施した「日本国内バイオクラスター認知度調査」で第
１位となりました。一方、研究所・企業等の集積という点では、経済状況の
長期低迷などからより一層の努力が必要な状況です。
　
２　「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。
　・　「東京圏ゲノム科学国際拠点形成プロジェクト構想」を推進するに
は、国等へ働きかけるとともに、東京圏における他の拠点や県内の他地域な
どとの連携を強化し、産学官の広域ネットワークを構築する必要がありま
す。そのため、バイオテクノロジー分野のセミナー・フォーラムを３回開催
し、研究者等合計２５０名の参加を得ました。また、かずさバイオ共同研究
開発センターが平成１７年５月に開所し、産業化・実用化に向けた産学官共
同研究プロジェクトを推進していくハード面の整備が進みました。

国際化の推
進

Ｃ　現状維
持

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。

平成16年度においては、国
際交流、国際協力の活動の
裾野を広げるために、県民
やNPO等の参加の拡大に取
り組みました。その結果、
ウィスコンシン州との交流
では民間主体の交流団体が
設立され、多文化共生モデ
ル事業では民間団体から優
れた事業の提案が行われる
等、一定の成果をあげるこ
とができました。

・外国籍県民向け実施した日本語講座では、従来千葉市の国際交流協会のみ
で開催していたものを県内3地域で出張開催したことにより、各市町村協会
が地元で実施する機運が高まりました。
・ウィスコンシン州との交流を促進するため、民間姉妹校流組織「千葉ウィ
スコンシン協会」を新たに設置した。また、経済、精神保健福祉、バイオマ
ス等の分野で意見交換会やフォーラムの開催、視察団の受入等の交流を実施
しました。
・海外から7名の技術研修員（前年度比1名増）を受け入れました。
・県内6高校、約650名の生徒が「アジア総合学科」の特別授業を受講し、好
評でした。
・インターナショナルスクールの設置に向け庁内検討会の開催、事業候補者
や市町村との協議を通じ、設置形態や事業主体のあり方等について、具体的
な検討に着手しました。
・国際ビジネス・国際観光振興では、スタートアップセンターへの外資系企
業２社の入居、韓国、台湾における千葉県へのツアーの造成がありました。

民間を主体とした事業は平成16年度からの新たな試
みであり、県民への周知を図り多くの県民・NPO等
の参加を得ることが必要です。

県民への周知を図るとともに、事業がより
円滑に進むように制度の改善を図ります。
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目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の基本的な考え方

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法施策名
施策
番号

目標項目

施策
２８

総務ワークステーション
の設置＜内部事務の集中
処理化＞

Ａ

目標チャレンジプログラ
ム

Ａ

予算編成システムの見直
し

Ａ

施策
２９ 情報公開制度の充実 Ａ

報道機関への発表件数 Ｂ

市町村情報の県からの発
信

Ａ

県民からの意見と県の対
応の公表

Ｂ

県民にひら
かれた県政
の実現

Ａ　拡大

県庁経営改
革の断行

Ａ　拡大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。

「千葉県行財政システム改
革行動計画」及び「千葉県
財政再建プラン」を策定し
県行政全般にわたる構造改
革を進めました。
行動計画については、１０
５の改革事項のうち概ね８
割の項目で成果をあげまし
た。具体的には、血清研究
所や支庁制度の廃止など出
先機関の見直し、職員研修
所の外部委託、人事給与等
の内部事務の集約化などに
より徹底的なスリム化に努
めるとともに、庁内公募制
など人事システムの転換な
どを進めました。
また、財政再建プランの実
施により、経費の一層の節
減や県税等歳入の確保を図
り財源不足の解消に努める
とともに、予算編成におい
て部局への枠配分方式を導
入するなど、危機的な財政
状況の克服に向けた取組を
行いました。
これらにより、３年間で職
員を１，２６１人削減、財
政面では、３年間の歳出規
模ベースで約１，６０５億
円の財政効果をあげまし
た。

１．行政のスリム化に係る主な改革成果としては次のようなものがありま
す。
（１）行財政システム改革行動計画取組事項に係る財政効果
・公の施設の廃止による管理運営費の削減---約４億円
・職員互助組織への公費補助の廃止---約５億５千万円の削減
・事務集中化・民間委託等による事務の効率化---職員約２６０名分の削減
効果（総務ＷＳ、県水お客様センター、職員研修、浄水場運転管理業務、量
水器取付業務）
（２）公社等外郭団体の改革
・指導団体数の削減---７団体（56団体→49団体）
・役職員数の削減---５５５人（3,639人→3,084人）
・県からの財政支出の削減---６９億６千万円（676億4千8百万円→606億8千
8百万円）
（３）公の施設の見直し
１７施設を削減（統廃合９施設、市町村・民間への移譲８施設）
（４）組織の見直し
１６年度に７９出先機関を５８機関に再編（支庁、税務、福祉・保健、農
林、土木、教育関係）
２．新たしい行政システムの構築については、視点の転換や実施主体の転換
など施策の質的転換に取り組みました。

公債費や社会保障費等の増加により引き続き厳しい
財政状況が見込まれるとともに、今後、職員の大量
退職期を迎えることとなります。また、三位一体の
改革が進められるなかで地方自治体の一層の改革が
求められており、行財政システム改革の更なる推進
が必要となっています。

公共サービスを積極的に民間に開放すると
ともに、社会情勢の変化に柔軟かつ迅速に
対応できる県庁へと転換を図り、県民の皆
さんとともに真に必要なサービスの提供を
進めていきます。
このため、新たな行動計画及び財政再建プ
ランを策定するとともに、行財政改革の進
捗状況を毎年点検し、公表していきます。

県政の透明性を高め、県民が県政情報を共
有できるように、徹底した情報公開と効果
的な情報発信
を進めていきます。そして、県民の意見・
提案をより多く聴く機会を確保し、県政に
反映させていく
ことにより、県民参加の県政づくりを進め
ていきます。

　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。

「県民にひらかれた県政の
実現」に向けて順調に進ん
でいます。
その理由として
① 情報公開条例の改正に
より県民各界各層で構成さ
れる情報公開推進会議の設
置や、開示請求対象文書の
拡大が図られることで、県
民がより利用しやすい情報
公開制度となったこと
② 報道機関への発表をは
じめ、県の重要施策につい
て積極的な情報発信を行っ
たこと、更に市町村情報を
在京メディアなどに発信す
るための「千葉県ニュース
リリース（市町村特集
号）」を５回発行したこと
で県民との情報共有が進ん
だこと
③ 公表時期は17年度とな
りましたが、１６年度に県
民から寄せられた意見等に
ついて、主なものを取りま
とめ公表したことで、県民
意見が県政に反映されやす
くすることができたこと
などが挙げられます。

Ⅰ　情報公開制度や政策評価制度の改善
・情報公開条例を改正することで、県民の利用しやすい情報公開制度へ改善
が図られた。
　　・政策評価については、施策の目標や課題を明確にし、共有することに
より、目標達成を意識した効果的な行政運営を実現していこうとする意識の
高まりが見られるようになり、また結果を公表することで県民への説明責任
を果たすことができました。

Ⅱ　戦略的な広報活動の推進
　　・県広報媒体の活用やパブリシティーの積極的な展開により、千葉県の
魅力や先進事例などの情報を戦略的に発信することができました（各種メ
ディアへの掲載件数　８８件）。その結果、県民との県政情報の共有が進み
ました。
　
Ⅲ　県民参加の促進
　　・水道に関する総合的なサービス拠点として県水お客様センターを設置
しました。
　　・ちばづくり県民コメント制度の積極的な運用に努め、年度中に３９件
の意見募集を行いました。
　　　その結果、県民がより意見・提案しやすい環境づくりが進みました。

引き続き徹底した情報公開のもとに、県民から県政
に対して意見・提案がなされる県政運営を実現する
必要があります。
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