
知事、副知事の秘書業務を迅速かつ的
確に行うこと。

Ａ

各プロジェクトにおける施策推進の指
標の達成率

Ｂ

「千葉県観光ビジョン(仮称）」の策
定

Ａ

Ｂ　改善 Ｂ　改善

ビジョンに掲げるプロジェクトの具体
化

Ｂ

観光客入込数 －

観光消費総額 －

部名：　　総　合　企　画　部
（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）

｢千葉県観光ビジョ
ン(仮称)｣の策定・
促進

知事、副知事の秘書
業務
（知事室）

知事、副知事の円滑な公務の
遂行

Ｃ　現状維持 Ｂ　改善日程調整、政策調整、渉外業務等が引き続
き迅速・的確に行えるよう、人員配置も含
めて検討
します。

Ｂ　改善 Ｂ　改善　戦略プロジェクトの総合
的な推進は、おおむね適切
に実施しました。
　その理由としては、①各
プロジェクト主務課と連携
しながら進行管理等を行い
戦略プロジェクトを推進し
たこと、②その推進状況を
踏まえながら、２００５ア
クションプランの策定にあ
わせ、戦略プロジェクト案
の策定作業をすることによ
り、庁内横断的な施策の検
討が図られたこと、が挙げ
られます。

戦略プロジェクトの総合的な推進
　各プロジェクト主務課と常に情報を共有
するとともに、各事業の進行管理を行うこ
とにより、２００４アクションプランより
始めて取り組むこととされた戦略プロジェ
クトを推進することができました。
また、２００４の戦略プロジェクトの推進
状況を踏まえながら、２００５アクション
プランの策定にあわせ、横断的・融合的で
新しい時代を先導する施策の展開に向けた
検討・調整を行い、戦略プロジェクト案の
策定作業を進めることにより、庁内横断的
な施策の検討が図られました。

１　戦略プロジェクトの選定手法や予算制
度との連携に係る検討を行います。
２　県政の課題に対する戦略的な政策につ
いて、調査研究を行う体制の充実を検討し
ます。
３　新たな戦略プロジェクト「みんなでつ
くる新しい地域社会」の推進に必要な体制
づくり等を行います。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

戦略プロジェクトの
総合的な推進
（戦略プロジェクト
推進室）

１　新たな戦略プロジェクトの検討など全
庁的な政策立案への取組の充実と財政的担
保などインセンティブの付与を図る必要が
あります。
２　戦略プロジェクトのテーマとなる県政
の課題に対する調査研究を充実する必要が
あります。
３　新たに加わった戦略プロジェクト「み
んなでつくる新しい地域社会」の主務課と
して、関係部局と連携しながらプロジェク
トを推進していく必要があります。

戦略プロジェクトを各部局と
連携しながら強力に推進し、
その実現を図ります。

知事・副知事の日程調整、
資料調整など概ね順調に進
んでいます。
政策協議についても、知事
と担当課との間でよく調整
機能を果たしました。

知事・副知事の秘書業務を迅速かつ的確に
行うことにより、公務が円滑に遂行されま
した。

知事室の業務がより迅速に機能する体制の
確保

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

観光立県千葉の実現に向け、
県民、企業、団体等と一体と
なって観光振興に取り組む道
筋を明らかにする「千葉県観
光ビジョン(仮称）」を策定
するとともに、商工労働部や
関係機関と連携し、ビジョン
の具体化を促進します。

　「観光立県ちば推進ビ
ジョン」をH16.10に策定、
公表し、当該ビジョンに記
載された１１のプロジェク
トについて推進事業の設定
を行うとともに、「道路渋
滞部会」の設置や、基礎調
査の実施などにより概ね順
調に進んでいますが、他の
プロジェクト推進体制の整
備等の課題があります。

｢千葉県観光ビジョン(仮称)｣の策定･促進
「観光立県ちば推進協議会」の協議や県民
からの協力を得て、H16.10.21に「観光立県
ちば推進ビジョン」を策定、公表すること
ができました。
　この中で、県が観光立県を早期に実現す
るために早急に取り組むべきテーマとし
て、「花と海の文化創造」、「食のちば満
喫」、「健康づくり観光推進」、「感動の
体験・交流」、「国際観光連携推進」、
「エンターテイメント活力波及」、「歴史
と文化散策」、「快適な観光アクセス」、
「美しい景観づくり」、「ホスピタリティ
向上」、「ユニバーサルツーリズム」の１
１のプロジェクトを設定しました。
プロジェクトの具体化として、「快適な観
光アクセス」、「ユニバーサルツーリズ
ム」については、事業担当課とともに課題
解決に向けた取り組みを開始するととも
に、「美しい景観づくり」、「ホスピタリ
ティ向上」について、その現状を把握する
ための基礎的調査を実施しました。
また、実施計画に当たる平成17年度の戦略
プロジェクト案を商工労働部と連携して作
成しました。
　当該ビジョン策定の課程で「観光立県ち
ば推進協議会」の構成員とは、現在の課題
や今後オール千葉県として進むべき方向性
について、共通で認識することができたと
考えています。

＊ 早急に立ち上げが必要な国際観光や景観
づくりなどのプロジェクトの推進体制を関
係機関との連携により整備することが必要
です。
＊ 観光振興は地域づくりであり、地域の主
体的な取組を促進する必要があります。

観光ビジョンに掲げるプロジェクトの熟度
に合わせ必要な推進組織を、観光振興の主
体である地域や企業・ＮＰＯとの連携、協
力のもとに立ち上げるとともに、地域が主
体となった観光ビジョンの策定などの取組
を促進します。

資料　４
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

健康生活コーディネートの実施等各種
システムの開発

Ａ

Ｂ　改善 Ｂ　改善

健康生活コーディネート事業を実施す
る市町村数

Ａ

健康生活コーディネーターの育成数 Ａ

健康生活コーディネートプログラム参
加者数

Ｂ

「健康づくりふるさと構想」に基づく
健康づくり事業の評価・分析

－

「健康づくりふるさ
と構想」の推進

　健康生活コーディネート事
業による新しい健康づくりの
基盤整備を図るとともに、健
康福祉部と連携し「健康づく
りふるさと構想」を推進しま
す。

　経済産業省の平成１６年
度健康サービス産業創出支
援事業のモデル事業とし
て、健康づくりふるさと構
想の推進に向けて概ね順調
に進んでいますが、一部に
課題があります。
① 健康生活コーディネー
トシステムを予定のスケ
ジュールどおり開発し、
② 健康生活コーディネー
ト事業実施市町村数も目標
を達成し、
③ 健康生活コーディネー
ターを当初の目標数以上に
育成したことなどにより、
一定の成果をあげることが
できましたが、健康生活
コーディネートプログラム
参加者数は目標に到達しま
せんでした。
　今後、本事業を全県に広
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。

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とともに、介護
保険制度の改正に合わせ、介護予防事業へ
の展開も図ります。
そのため、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
連携した事業展開を図ります。
また、多様な健康ニーズに応え、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
します。
さらに、健康福祉部や医療機関・福祉施設
等との連携を図り、健常者から要介護者ま
で一貫した健康づくりに取り組めるシステ
ムの構築に向けて検討を進めます。

科学的根拠に基づく健康生活コーディネー
トプログラム及び、健康生活コーディネー
ターを育成するためのカリキュラムの企
画・開発を行うとともに、３９名の健康生
活コーディネーターを育成しました。
そして、平成１６年１０月から順次６つの
モデル市町等で健康生活コーディネート事
業を実施し、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
取組を開始しました。
この結果、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
望するなどの成果をあ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、できるだけ多くの県民に質の
高い健康づくり環境を提供していくため、
健康生活コーディネートプログラムについ
て、地域の状況に応じた市町村の拡大や民
間事業者への展開を図っていく必要があり
ます。
また、元気な中高年齢者だけではなく、要
支援・要介護（軽度）者や生活習慣病のリ
スクの高い者を対象とした健康づくりの推
進を図る必要があります。
さらには、健康志向の高まりを背景とす
る、県民の多様な健康づくりに対するニー
ズに応える新たな健康サービス産業の振興
を図っていく必要があります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

県民ニーズや社会情勢の変化に的確に
対応する「ちばアクションプラン」を
策定すること

Ｂ

アクションプランの各施策に掲げた目
標を達成（達成度Ａ）した割合

－

［政策評価制度］評価結果が活用でき
たと思っている職員の割合

Ｂ

［大規模公共事業等事前評価制度］大
規模公共事業等の事業着手の妥当性に
ついて検証し、適切な対応方針の決定
を図ること

Ｂ

［試験研究評価制度］制度の運用によ
り県民生活に貢献し、産業振興に資す
る試験研究の推進を図ること

Ｂ

千葉県国土利用計画・土地利
用基本計画に基づき、県土の
総合的かつ計画的な土地利用
を図ります。

土地利用動向調査、土地利用現況把握
調査、土地所有・利用実態調査を期日
までに確実に実施した割合

Ａ

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

Ｂ

「国の施策・予算に対する提案・要
望」に対して国が措置した割合

Ｂ

業務核都市等整備、首都圏整備、都市
再生モデル事業に係る国への要望・提
案回数

Ａ

各種施策の調査、大学と地域の連携、
愛知万博の催事の企画・運営等に係る
総合調整を的確に実施すること

Ａ

認定特区・地域再生計画に位置付けら
れた（導入した）規制の特例措置、及
び支援措置の総数

Ａ

特区計画で、規制の特例導入した延べ
市町村数（区域）

Ａ

市町村を申請主体とする特区計画・地
域再生計画の認定数

Ａ

地方分権推進に係る基本的な考え方の
構築

Ｂ

県内市町村との意見交換会の開催 Ａ

分権フォーラムの開催 Ａ

地方分権時代に対応した本県
のあり方等地方分権の推進に
関する基本的な考え方の整
理・構築を行うとともに、地
方の自立を図るため、国や他
の地方自治体の動向等に適切
に対応した具体的な提言、意
見表明等を行っていきます。

特区・地域再生制度を活用
し、県の重点施策の展開を加
速化し、地域の活性化を図る
とともに、県内市町村等に対
し、特区及び地域再生制度の
普及啓発を進め、市町村等に
おける制度の活用促進を図り
ます。

県民ニーズや社会情勢の変化
に的確に対応した戦略的・重
点的施策等を推進するため
に、関係者に対して総合的な
調整を行います。

「ちばアクションプラン」に
基づき、県民ニーズや社会情
勢の変化に的確に対応するた
め戦略的・重点的施策を推進
します。

県民ニーズや社会経
済情勢の変化に的確
に対応した戦略的・
重点的施策の総合的
な調整及び推進
（企画調整課）

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

各種会議の提言等を通じた国
等への要望・意見表明や国の
施策・予算に対する提案・要
望により、県政の戦略的・重
点的施策を推進します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持１　「ちばアクションプラン」の策定及び
推進
・ちば2005年アクションプラン（案）の策
定作業をすることにより、庁内横断的な施
策体系の検討が図られました。

２　政策評価、大規模公共事業等事前評
価、試験研究評価の各制度の推進
・大規模公共事業等事前評価制度について
は、本年度は「木更津警察署庁舎新築工
事」及び「千葉ニュータウン地区高校整備
事業」の２案件を対象に評価を開始し、評
価委員会において事業の必要性等について
的確な議論がなされ、その過程については
千葉県ホームページ等により随時公表して
いるところです。また、パブリックコメン
トを実施し、県民の皆様から２０５件のご
意見をいただきました。各事業について、
県の対応方針確定は次年度になる見込みで
すが、本制度の運用により事業着手の妥当
性の十分な検証及び意思形成過程の透明化
が図れています。
・政策評価制度については、16年度施策に
対する事前評価を実施し、評価結果を公表
したほか（課所掌の基本施策評価：125課・
189施策、アクションプラン評価：34施策・
419重点事業）、17年度施策に対する事前評
価を実施しました（課所掌の基本施策評
価：125課・140施策、アクションプラン評
価：38施策・497重点事業）。
政策評価を通じて、施策の効果を向上させ
る有効な手法についての議論が活発化する
など、業務見直しの契機となったケースが
出ているほか、指標の設定を中心として評
価技術が向上しています。また、評価帳票
の公表を通じて、県民への説明責任を重視
していこうとする意識の高まりも見られま
す。しかし、施策の方向性の重点化や優先
順位付けなどにより、予算編成と政策評価
の効果的な連携を図れた所属は限定的でし
た。
・試験研究評価制度については、15年度に
実施した試験研究機関評価委員会による機
関評価及び課題評価の結果報告を受け、対
応方針を策定・公表しました。これによ
り、11の試験研究機関が業務の効率化・組
織の合理化を図るとともに、52の重点的な
研究課題について、より効果的・効率的な
研究活動を推進することができました。さ
らに、16年度に実施した試験研究機関評価
委員会による55の重点的な研究課題に係る
課題評価の結果報告を受け、対応方針を策
定・公表し、県民ニーズに対応した効率
的・効果的な研究活動を推進することがで
きました。

県民ニーズや社会経済情勢
の変化に的確に対応した戦
略的・重点的施策の総合的
な調整及び推進は、概ね適
切に行われました。16年度
においては、以下のとおり
一定の成果をあげることが
できましたが、一部に課題
が残っています。
・全国知事会議、八都県市
首脳会議等を通じて、広域
的課題等について国に働き
かけを実施した結果、地方
税財源の充実強化について
は、概ね３兆円規模の税源
移譲を含む三位一体改革の
全体像が決定されたほか、
国と地方の協議機関が常設
されるなどの成果がありま
した。しかし、地方行財政
の自立という視点から見る
と、改革は十分に進んでい
ない状況です。
また、硫酸ピッチの不適正
処理に対する一層の規制強
化については、廃棄物処理
法が改正され、平成16年10
月27日から厳格な処理基準
が制定・施行されました。
・県政運営上緊急かつ重点
的に取り組む重点事項をと
りまとめ、国の施策・予算
に対する提案・要望活動を
行った結果、「成田国際空
港の機能充実」要望で北千
葉道路が新規事業化される
など、一定の成果をあげま
したが、制度の創設要望等
について実現されないもの
もあり、全要望項目の達成
率は71％となりました。
・新規特区計画２つ、特区
計画変更５つが認定された
ほか、２回行った特区提案
では、計16の規制緩和項目
を提案し、うち７つが全国
対応で認められました。
・新規地域再生計画５つを
申請し、すべて認定を受け
ました。また、１回の地域
再生提案で、計３つの支援
措置項目を提案した結果、
現行で対応可能２つ、対応
不可１つとなりました。
・ちば2005年アクションプ
ラン（案）の策定作業をす
ることにより、庁内横断的
な施策体系の検討が図られ
ました。

１　「ちばアクションプラン」の策定及び
推進
・県民ニーズや社会経済情勢の変化に的確
に対応した戦略的・重点的施策を推進する
ため、引き続き、アクションプランを策定
します。

２　政策評価、大規模公共事業等事前評
価、試験研究評価の各制度の推進
・大規模公共事業等事前評価制度について
は、引き続き、「木更津警察署庁舎新築工
事」（４月に県の対応方針を確定し、評価
を終了）及び「千葉ニュータウン地区高校
整備事業」の２案件について評価を進めま
す。また、新規案件が出た場合も、同様に
有意義で質の高い評価に努めます。
・政策評価制度については、各部や各課に
おける予算編成作業と政策評価作業につい
て、効果的な連携を図るための取組例（ス
ケジュール、活用例等）を提示します。ま
た、政策評価の意義等が理解されるよう引
き続き職員研修を実施するとともに、課内
における模範的な評価作業の取組例を提示
します。また、政策評価制度導入の目的を
十分踏まえつつ、評価作業の効率化に配慮
した評価帳票について検討します。
・試験研究機関の評価制度については、重
点的な研究課題の評価で、毎年、評価対象
が異なるため、引き続き、課題評価を実施
します。

３　千葉県国土利用計画及び千葉県土地利
用基本計画の策定・変更、管理
・引き続き、国土利用計画等の策定・変
更、管理を行っていきますが、現在、国に
おいて国土計画体系の見直しが行われてい
ることから、その動向を見据えながら進め
ます。

４　各種会議の提言等に基づく国等への要
望・意見表明や国の施策・予算に対する提
案・要望
・全国知事会議、関東地方知事会議、八都
県市首脳会議、四都県知事懇談会を通じ
て、地方の視点に立った国への要望、施策
の提案に一層取り組んでいきます。
・国の施策・予算に対して、地方の視点に
立った施策の提案・要望に一層取り組んで
いきます。

５　県民ニーズや社会情勢の変化に的確に
対応した戦略的・重点的施策等を推進する
ための総合的な調整
・大学と地域の連携を推進するため、地域
（ＮＰＯ、市町村等）の大学に対するニー
ズの把握と大学側の地域づくりの取組みを
支援していきます。
・各種の調整プロセスで得られた課題や教
訓のフィードバックに努め、全庁的なマネ
ジメント改善への反映などを図ることによ
り、各種の調整をより有効に機能させてい
きます。

２　政策評価、大規模公共事業等事前評
価、試験研究評価の各制度の推進
・政策評価制度については、政策評価の結
果が予算編成に十分活かされているとはい
えないことから、政策評価と予算編成の連
携方策について検討する必要があります。
また、政策評価に関する議論が、評価事務
を担当した職員など、課の中の一部で行わ
れる傾向が見られることから、課全体又は
各室・班で政策評価に関する議論が活発化
するよう働きかける必要があります。ま
た、政策評価制度の運用に当たって全庁的
にかなりの事務量を伴っていることから、
事務負担の軽減について検討する必要があ
ります。

４　各種会議の提言等に基づく国等への要
望・意見表明や国の施策・予算に対する提
案・要望
・国の施策・予算に対する提案・要望につ
いては、三位一体改革の進展により、国と
地方は、補助金を通じた関係が縮小し、施
策を通じた連携が主たるものになってきま
す。

５　県民ニーズや社会情勢の変化に的確に
対応した戦略的・重点的施策等を推進する
ための総合的な調整
・大学と地域が連携するためには、きっか
けづくり、仕組みづくりを行っていく必要
があります。
・各種の調整について、それを個々の実務
的な調整処理に止めることなく、調整プロ
セスで得られた課題や教訓をフィードバッ
クし、全庁的なマネジメント改善への反映
を図ることなどにより、より有効に機能さ
せていく必要があります。

６　特区・地域再生制度を活用した県の重
点施策展開の加速化及び市町村等における
制度の活用促進のための企画立案・調整
（１）特区
・近年、特区提案の実現率が低下する一方
で、全国展開（特区でなくても可能とな
る）が急速に進み、特区で導入できる特例
措置数が減少しています。今後、全国展開
によりどこでも可能となることから、特区
の優位性が失われることになります。
（２）地域再生
・地域再生法が17年4月から施行され、新制
度への対応が課題となります。

７　地方分権の推進に関して、地域の自立
を図るための基本的な考え方の構築及び国
等への提言・要望、意見表明
・今回、税源移譲の対象にならなかった国
庫補助負担金の改革、国の関与の見直しな
どを進め、地方行財政の自立性をさらに高
めるためには、改革の効果を国民に実感し
ていただくことにより、改革に対する国民
的な関心や世論を盛り上げていくことが必
要です。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

庁議等及び部局横断的な調整会議を的
確に運営すること

Ｂ

総合企画部内の予算編成、組織・人事
管理を的確に実施すること

Ａ

総合企画部の各施策を着実に
推進するための支援を行うと
ともに、県政の重点的施策の
実施に関して全庁的な総合調
整を円滑に行うことにより、
県政の一体性を確保します。

３　千葉県国土利用計画及び千葉県土地利
用基本計画の策定・変更、管理
・土地利用動向調査などを通じて土地利用
の実態を把握し、国土利用計画・土地利用
基本計画の計画的な管理が図られました。

４　各種会議の提言等に基づく国等への要
望・意見表明や国の施策・予算に対する提
案・要望
・全国知事会議、関東地方知事会議、八都
県市首脳会議、四都県知事懇談会を通じ
て、国の動きや県政の重点施策に即応し、
広域的課題等について国に働きかけを実施
した結果、地方分権の実現に向けた地方税
財源の充実強化については、概ね3兆円規模
の税源移譲を含む三位一体改革の全体像が
決定されたほか、国と地方の協議機関が常
設されるなどの成果がありましたが、多く
の国庫補助負担金の廃止が見送られるな
ど、地方行財政の自立という視点から見る
と、改革は十分に進んでいない状況です。
また、硫酸ピッチの不適正処理に対する一
層の規制強化については、廃棄物処理法が
改正され、平成16年10月27日から厳格な処
理基準が制定・施行されました。
・県政運営上緊急かつ重点的に取り組む重
点事項として、成田国際空港の機能充実な
ど18項目をとりまとめ、各部局において国
の施策・予算に対する提案・要望活動を
行った結果、　「成田国際空港の機能充
実」要望で北千葉道路が新規事業化される
など、一定の成果をあげました。なお、制
度の創設要望等について実現されないもの
があったこと等から、全要望項目の達成率
は７１％となりました。

５　県民ニーズや社会情勢の変化に的確に
対応した戦略的・重点的施策等を推進する
ための総合的な調整
・経済財政諮問会議をはじめ、国による分
野横断的な政策動向の収集・情報共有を
行ったことにより、より実効性の高い施策
の推進を促進することができました。
・治安対策、きらめき総体、大学連携及び
ＰＦＩ等に係る全庁的な取組の促進を行い
ました。その結果、治安対策では、県民が
安心して暮らせる生活空間を回復するため
の総合計画である『「安全・安心なちば」
を回復するための行動計画』を策定し、
県、警察、市町村、事業者及び県民が「協
働」して治安回復と維持に取り組んでいく
土台を固めることができました。
また、きらめき総体については、庁内各部
局で取組む支援事業の集約・調整を行い、
来県する選手・観客を温かくお迎えするた
めの具体策を取りまとめました。
・地域政策や県政の主要政策のうちで、特
に総合調整の度合いの高い案件につき、庁
内の連絡調整等による調整を行い、政策展
開の円滑性の向上を図りました。

・政策評価制度では、16年
度施策に対する事前評価を
実施し、評価結果を公表し
たほか、17年度施策に対す
る事前評価を実施しまし
た。この結果、指標の設定
を中心として評価技術が向
上しています。しかし、評
価結果と予算編成との効果
的な連携を図れた所属は限
定的でした。

６　特区・地域再生制度を活用した県の重
点施策展開の加速化及び市町村等における
制度の活用促進のための企画立案・調整
（１）特区
・他の自治体と連携した制度改善の要望な
どを検討します。
（２）地域再生
・庁内関係課との緊密な連携を図り、対応
していきます。

７　地方分権の推進に関して、地域の自立
を図るための基本的な考え方の構築及び国
等への提言・要望、意見表明
・地方分権の実現に向けて、引き続き全国
の自治体との連携を強化するとともに、全
庁的な取り組みや庁内の意識改革に努めま
す。また、改革気運を醸成し、国民運動に
まで高めていくため、提言やＰＲなど地方
団体の連携による活動に取り組みます。

８　総合企画部の内部管理業務及び全庁的
な総合調整
・政策評価を完了させた上で、予算編成を
行います。
・庁議、定例部課長会議に諮る事案及び本
部会議のスケジュールなどを、できる限り
事前に調整します。

８　総合企画部の内部管理業務及び全庁的
な総合調整
・予算編成業務については、政策評価制度
との連携強化を強める必要があります。16
年度は、予算編成と政策評価を同時並行で
行ったため、評価に基づく予算付けという
流れが十分にできませんでした。
・庁議、定例部課長会議において案件が多
い時、又は、会議終了後に本部会議等があ
る場合に発言時間が充分に取れないことが
ありました。

4



検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

６　特区・地域再生制度を活用した県の重
点施策展開の加速化及び市町村等における
制度の活用促進のための企画立案・調整
（１）特区
・新規特区計画２つ、特区計画変更６つを
申請し、新規特区計画２つ、特区計画変更
５つが認定されました（特区計画変更１つ
は審査中でしたが、4月20日に認定されまし
た）。
・２回行った特区提案では、計16の規制緩
和項目を提案し、うち７つが全国対応で認
められました。
・市町村の特区作成を支援するため、アン
ケート、担当者説明会、個別相談を実施し
た結果、４市町が新規に単独で特区計画を
申請し、認定を受けました（15年度は
１）。
（２）地域再生
・新規地域再生計画５つをを申請し、すべ
て認定を受けました。
・１回の地域再生提案で、計３つの支援措
置項目を提案しました。結果は、現行で対
応可能２つ、対応不可１つとなりました。

７　地方分権の推進に関して、地域の自立
を図るための基本的な考え方の構築及び国
等への提言・要望、意見表明
・全国の自治体が一体となり国等への働き
かけを行ったことにより、概ね３兆円規模
の税源移譲を含む三位一体の改革の全体像
が決定されたほか、国と地方の協議機関が
常設されるなどの成果があがりましたが、
多くの国庫補助負担金の廃止が見送られる
など、地方行財政の自立という視点から見
ると、改革は十分に進んでいない状況で
す。

８　総合企画部の内部管理業務及び全庁的
な総合調整
・新たな試みとして、予算編成に政策評価
制度を組み合わせ、事業の優先順位付けを
行ったことにより、客観的に部内各課の施
策の重要度が認識できるようになりまし
た。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

外国人の日本語教育や日常生活等を支
援するNPO等によるモデル事業の実施
件数

Ｃ

学校と地域が連携した外国籍児童生徒
の日本語学習支援活動を推進するため
の講習会出席者数

－

途上国に対する生活援助や物資輸送、
人材育成等の国際協力を行うNPO等に
よるモデル事業の実施件数

Ａ

相手国の経済発展に貢献する人材を育
成するための海外技術研修員受入数

Ａ

民間国際交流団体数 Ｂ

外国人に千葉県のトピックスを伝える
外国語版ニューズレターの配信数

Ｃ

　国際化施策を概ね順調に
推進することができまし
た。
国際交流の推進について
は、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
拡大に重点的に取り組みま
した。その結果、ウィスコ
ンシン州との交流では、民
間主体の交流団体である
「千葉ウィスコンシン協
会」が設立され、交流の裾
野が拡大されました。国際
協力モデル事業では、民間
団体から優れた事業の提案
が行われ、ＮＰＯや県民の
豊富な知識、経験、アイデ
アを生かした国際協力が実
施された等、一定の成果を
あげることが出来ました。
外国籍県民が暮らしやすい
環境整備については、外国
籍児童生徒の日本語学習の
実態やニーズの把握に時間
を要したため、教育関係者
やボランティアを対象とし
た講習会を開催できません
でした。また、多文化共生
モデル事業は、公募時期が
遅れＮＰＯ等への周知が十
分でなかったため事業の応
募が無かったなど、次年度
以降に向けて課題が残りま
した。

１　外国籍県民が暮らしやすい環境整備と
国際協力
・多文化共生モデル事業については、事業
の応募が無く実施できませんでした。その
理由としては、16年度からの新たな試みで
あり公募時期が遅れＮＰＯ等への周知が十
分でなかったこと、在住外国人向けには従
来、日本語講座、交流イベントといった活
動が既に地域の国際交流団体で行われてお
り、先進性や特色のある提案を出しにくい
こと、多文化共生という言葉は比較的新し
く、理解や必要性の認識が十分でなかった
ことが考えられます。
２　県民主役の国際交流と人材育成の推進
・インターナショナルスクールの設置に向
け、事業主体、設置形態、運営手法等につ
いて引き続き検討を継続する必要がありま
す。
・ウィスコンシン州との交流については、
内容をさらに発展させ、多くの具体的な成
果を出していくことが必要です。
・外国人に千葉県のトピックスを伝える外
国語版ニューズレターの配信については、
単に県政情報から外国人に関係するものを
抽出して外国語で提供するだけでなく、広
く県内の有用情報を提供する仕組みづくり
の検討が求められています。
４　旅券発給
・インターネットによる旅券の電子申請の
実施については、利用見込み、開発・運用
費用、他の電子申請の進捗状況を総合的に
勘案し、引き続き検討を継続する必要があ
ります。

１　外国籍県民が暮らしやすい環境整備と
国際協力
・多文化共生モデル事業については、公募
の時期を早めＮＰＯや県民等への周知を図
るとともに、多文化共生社会に向けた取り
組みの必要性について理解を促進すること
で、より多くの提案を得るようにします。
・「学校と地域が連携した外国籍児童生徒
の日本語学習支援活動を推進するための講
習会」については、「外国人児童・生徒の
日本語指導のあり方に関する調査研究」の
結果を踏まえて開催します。
２　県民主役の国際交流と人材育成の推進
・インターナショナルスクールについて
は、事業候補者及び地元市との協議を継続
して行い、特区制度の活用も含めて県とし
て実施すべき支援策等について検討を進め
ます。
・ウィスコンシン州との交流は、学術・教
育分野にも交流を拡大します。
・外国人に千葉県のトピックスを伝える外
国語版ニューズレターの配信については、
地域の国際交流団体やボランティア等と連
携し、外国人に有用なトピックスを外国語
で効率的に収集、提供する方法について検
討を継続します。
４　旅券発給
・インターネットによる旅券の電子申請に
ついては、利用者の利便性を高めるため引
き続き効率的な導入方法を検討します。

千葉県のもつ優位性
や地域の特性を活か
した国際化施策の推
進
（企画調整課）

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

県民が主役となった国際交
流・国際協力や、その原動力
である人材育成の推進を図
り、世界に貢献し、情報発信
する千葉県づくりを進めま
す。

Ｂ　改善 Ｂ　改善１　外国籍県民が暮らしやすい環境整備
・外国籍県民向けの日本語講座は、従来千
葉市のみで開催していたものを市町村協会
と協力し県内3地域で開催しました。これに
より、これまで参加できなかった方々が参
加できて対象が拡大されたほか、各市町村
協会が独自に開催する機運が高まりまし
た。
・「学校と地域が連携した外国籍児童生徒
の日本語学習支援活動を推進するための講
習会」については、16年度に教育庁指導課
が「外国人児童・生徒の日本語指導のあり
方に関する調査研究」を実施したことか
ら、この結果を踏まえて次年度以降により
充実した内容で開催することとしました。
２　県民主役の国際交流・国際協力と人材
育成の推進
・ウィスコンシン州との姉妹県州交流につ
いては、民間姉妹交流組織「千葉ウィスコ
ンシン協会」が新たに設置され、同州や国
際交流に関心を持つ方々199人（団体）が会
員となっています（17年3月現在）。また、
9月にウィスコンシン州の経済関係者と県内
の企業や大学が経済・産学連携の意見交換
会を実施しました。特にバイオ等のベン
チャービジネスの支援や、大学から企業へ
の技術移転等について専門的かつ活発な意
見交換が行われ、今後の経済交流を推進す
る上で有意義な機会となりました。精神保
健福祉分野では、ウィスコンシン州の専門
家を迎えてフォーラムを開催しました。精
神障害治療を地域で継続的に行う先進的な
マディソンモデルに関する多くの情報が得
られ、行政、民間事業者、県民に対し、精
神障害者が地域の一員として暮らせる地域
づくりに向けて多くの示唆とインセンティ
ブを与えました。
・国際協力モデル事業では、国際協力に取
り組むＮＰＯ等の民間団体から事業の提案
を公募し、8件の応募がありました。そのう
ちパキスタンのスラム地区の子供たちへの
職業訓練支援等の3つの優れた事業に補助を
行い、豊富な経験を有する方々の知識やア
イデアを生かした国際協力を促進すること
ができました。
・海外（タイ、ベトナムなど）から7名の技
術研修員（前年度比1名増）を受け入れ、医
療や貿易等の分野で県内の専門機関等にお
いて研修を行い、技術協力、国際親善を図
りました。
・県内６高校で約650名の生徒が「アジア総
合学科」※の特別授業を受講し、生徒から
は外国に対する興味や理解が深まったなど
の声が聞かれ、好評でした。
・国際協力開発機構（ＪＩＣＡ）等と共催
で「ピース・トーク・マラソンinちば」を
開催することで、平和や国際協力に対する
県民の意識が高まりました。
・インターナショナルスクールの設置に向け
・外国人に千葉県のトピックスを伝える外国
※　アジア総合学科：アジア経済研究所の外
３　国際化推進のための基盤確立
・ちば国際コンベンションビューローの国際
４　旅券発給
・インターネットによる旅券の電子申請につ
なお、旅券発給事務については、インターネ
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

千葉県三番瀬再生計画の策定 Ｂ

情報公開と住民参加を踏まえた継続的
な観測・記録の結果に基づき改善を
図っていく手法（順応的な管理）によ
る事業の実施

Ｂ

広報紙「ちば県民だより」を「よく読
む」人の割合

Ａ

広報番組「躍動ちば２１」の視聴率、
ビ
デオ提供

Ｂ

千葉県ホームページへのアクセス件数 Ｂ

読みやすい（見やすい）、内容がわか
りやすいと評価した人の割合

Ａ

「ちばづくり県民コメント制度」を
知っている人の割合

Ａ

三番瀬の自然環境の
再生
（企画調整課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持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、県としての三番瀬再
生計画の策定等に向けて、いっそうの取り
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
会議を設置し、再生計画の策定を進めてい
るところです。
② 再生のための順応的な管理に必要となる
各種調査を実施しました。

①再生計画（基本計画案）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。
②再生計画（事業計画）の策定に当たっ
て、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。
③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。

①再生計画（基本計画案）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。
②再生計画（事業計画）の策定に当たっ
て、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。
③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。

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、いっ
そう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・ＮＰ
Ｏ・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、再生計画の
策定を進めているところで
す。
②　再生のための順応的な
管理に必要となる各種調査
を実施しました。

　徹底した情報公開と住民参
加により行う政策提言型の
「千葉モデル」方式による検
討を踏まえて、再生計画を策
定し、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｡

効果的な広報・広聴
の推進
（報道監）

Ｃ　現状維持 Ｂ　改善県民が容易に県政情報を得ら
れ、いつでも県に意見や提案
が行える広報広聴活動の充実
を図ります。

１　広報活動では、各部局から構成される
広報推進委員会を毎月開催し、全庁的な連
携を強め、年間広報計画に基づき戦略的・
計画的な広報を展開しました。また、各種
広報媒体では、計画どおりに発行・放送を
実施し、重点広報テーマについては、横断
的・一体的な展開を行いました。更に、県
民だよりの紙面の見直し、わかりやすい番
組づくり、見やすいホームページの運営な
どに取組み、県政情報を積極的に発信しま
した。
このような取組みの結果、県民は県の重要
施策や各種政策などの県政情報を容易にわ
かりやすく把握できるようになり、県民参
加が促進されたと思われます。
なお、検証指標の目標については、すべて
で現状を上回りほぼ達成しました。

２　広聴活動では、「知事への手紙」「県
民相談」「県政への意見提案」・「千葉な
の花県民会議の開催」などを実施するとと
もに、ちばづくり県民コメント（パブリッ
クコメント）制度の積極的な運用を図りま
した。この結果、平成１６年度では３９の
計画や条例案などについて意見募集を行
い、362件の意見が寄せられ、平成17年5月
31日現在で35の計画や条例案の結果を公表
しました。
　　また、県民の生活意識や県政の各分野
に対する関心、意識及び要望などを把握
し、県政の基礎資料とするための「県政に
関する世論調査」を実施しました。
このような取組みの結果、県民の意見・提
案がしやすい状態に改善が図られました
が、ちばづくり県民コメント（パブリック
コメント）制度を知っている人の割合を調
査した結果、４％と低かったことから、同
制度の更なる啓発が必要と考えています。

千葉県の重要施策の取組みやイベント、魅
力等の全国発信の強化と、より積極的なパ
ブリシティ活動が課題です。
また、電子会議室の設置や県民の声データ
ベース化について検討した結果、現状では
導入困難であるが、インターネットを活用
した新たな県民参加の手段が必要です。

　関係部局との連携を強化し、戦略的で計
画的な、より分かりやすい広報を展開しま
す。
　更に、県に寄せられた県民の声のデータ
ベース化やインターネットを活用した新た
な県民参加の手法について引き続き検討し
ます。

広報・広聴活動の推進につ
いては、計画どおり達成し
ました。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

国の委託統計調査及び県単独
統計調査を定められた期日ま
でに確実に行います。

国の委託調査２０調査と県単独調査６
調査を期日までに確実に行った割合

Ａ

統計課で提供している統計データ数 Ａ

ホームページの統計データへのアクセ
ス件数

Ａ

県庁各課で提供している統計データを
集約化した件数

Ａ

各統計調査の適切な
執行及び統計データ
の充実と利用しやす
い統計の提供
（統計課）

Ｂ　改善 Ｃ　現状維持

千葉県ホームページで提供し
ている統計課の統計データの
更なる増加と早期更新を図る
とともに県庁各課で提供して
いる統計データの集約化を図
り県民に利用しやすい統計の
提供に努めます。

・国の委託統計調査及び県
単独統計調査が適切に実施
されました。その理由とし
て，定められた期日までに
確実に行われています。
・県民に利用しやすい統計
の提供の実現に向けて順調
に進んでいます。その理由
として，①ホームページの
アクセス数が５７％増加し
たこと，②統計データの充
実が図られた（ファイル数
で２６％増，県庁各課の統
計データの集約化により１
１課３３項目が３５課８３
項目になった。）ことなど
が挙げられます。

１　各統計調査の適切な執行
　国の委託統計調査及び県単独統計調査が
定められた期日までに確実に実施されまし
た。
２　統計データの充実と利用しやすい統計
の提供
　統計課で提供している統計データ数が２
６％増加したことや，県庁各課で提供して
いる統計データの集約化（１１課３３項目
が３５課８３項目）などにより，ホーム
ページのアクセス数が５７％増加した。

近年の経済・雇用状況とプライバシー意識
の高まりを反映して，年々調査に対する非
協力者が増加するなど，統計調査の実施環
境は一段と厳しさを増している，しかし，
高い統計精度を維持するためには報告者の
理解と協力が必要で，このためには，統計
広報が重要となるが，現在実施されている
統計広報は，個別調査が中心で総合的な広
報が十分ではない。

１　引き続き各統計調査を県民の十分な理
解を得ながら，調査を円滑かつ適切に行い
ます。
２　千葉県ホームページでの統計情報をよ
り利用しやすくするため，県庁各課が提供
している統計情報の集約化と一層の統計
データの充実を図って行きます。
３　調査対象者の理解と協力を得るため，
統計広報の充実を図って行きます。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

県内の水道事業体等が参画している利
根川水系水資源開発施設等の整備進捗
率

Ａ

工業用水の一部（1.7㎥/ｓ）を水道用
水に転用

Ａ

経営及び施設管理等に係る現地指導・
調査（知事所管３２事業体）

Ａ

職員一人あたりの給水収益
（２８事業体）

－

危機管理マニュアルの策定状況
（３２事業体）

Ａ

今後の県内水道のあり方に関する方針
策定のための検討

Ａ

安定した水源の確保
と県民への安全な水
の供給
（水政課）

　安定的な水源が早期に確保
できるよう国等との協議を進
めるとともに、既存水源の有
効活用を図ります。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

　各水道事業体が効率的な事
業運営を進めるとともに、県
民が安心して飲める安全な水
の供給を目指します。
　また、県内水道事業体の水
道料金や市町村財政負担の格
差是正、危機管理体制の充
実、水道未普及地域の解消、
経営基盤の強化等、様々な課
題の解決を目指します。

安定した水源の確保と県民
への安全な水の供給に向け
て概ね順調に進んでいま
す。その理由として、
①「利根川水系水資源開発
施設等の整備進捗率」につ
いては、八ッ場ダム及び湯
西川ダムの基本計画の変更
が１６年９月及び１１月に
それぞれ告示されるととも
に、八ッ場ダムでは吾妻地
区で一般損失補償基準が１
１月２６日に妥結・調印が
されたこと
②「工業用水の一部を水道
用水に転用」については、
関係水道事業体及び省庁等
との協議・調整の結果、１
６年度は計画どおり４水源
施設の転用が行われるとと
もに、１６・１７年度とも
転用に必要となる国庫補助
金について必要額の満額
（１７年度は内示）を得る
ことができました。
③「経営及び施設管理等に
係る現地指導・調査」につ
いては、当初の予定以上の
現地指導・調査が行え、危
機管理マニュアルについて
も、知事所管水道事業体全
てにおいて１６年度中に策
定されたこと
が挙げられます。
　しかし、「今後の県内水
道のあり方に関する方針の
策定のための検討」につい
ては、１６年度
は計画どおり市町村等と地
域ごとに検討会の場を設置
し、協議検討を進めること
が出来ました
が、県内水道の望ましい形
態の合意を得るには至りま
せんでした。

１　水資源対策の推進
　　水資源開発施設等の整備を推進するた
めには、水源となる地域の理解と協力を得
ることが必要となることから、関係都県・
省庁・地元県町との協議を通じた結果、
八ッ場ダム建設事業では吾妻地区における
一般損失補償基準が締結されました。ま
た、今後の事業費縮減や工程管理等が重要
になることから、関係都県及び利水者等と
八ッ場ダム、湯西川ダム建設事業のコスト
管理等に関する連絡協議会を５月に設置し
ました。
併せて、水源となる地域との相互理解を図
るため、栗山村（湯西川ダム）長野原町
（八ッ場ダム）との交流事業では、それぞ
れ親子２０組４０人が参加し、地元小学生
等との交流を行ないました。
２　水資源の有効利用
　　１６年度計画していた４水源施設の転
用については、関係水道事業体間のダム使
用権譲渡に関する契約が締結されるととも
に、関係省庁等からもダム使用権変更許可
及び施設管理規程の変更認可等が得られ、
計画どおりの成果をあげました。
　　また、ダム使用権譲渡に関する契約に
基づき、県一般会計からの貸付金の一部が
企業庁から返済されました。
３　水道事業体の経営対策
　　各水道事業体が効率的な事業運営を進
めるためには、健全経営を確立しまければ
なりません。そのため、知事所管水道事業
体に直接出向き、経営改善の指導にあたり
ました。
　　また、危機管理体制を充実させるた
め、マニュアル作成の勉強会を開催し、そ
の結果、知事所管水道事業体の３２事業体
の全てがマニュアルを作成しました。
４　今後の県内水道のあり方検討
　　県内水道のあり方検討を進めるために
は、市町村等の理解と合意が必要なため、
地域ごとの市町村等との意見交換の場であ
る地域検討会を設置し、８地域で延べ２４
回開催しました。
　　この地域検討会の開催に向けては、地
域の実状や各水道事業体の事業計画等を踏
まえた検討を行うとともに、「用水供給事
業の一元化」「圏域ごとの事業統合」及び
「県内水道の一元化」の３形態について、
水道料金や財政面でのシミュレーションを
実施しました。
　　地域検討会の開催により、市町村等と
の協議検討は進みましたが、市町村等の意
見は地域ごとに様々であり、望ましい形態
の方向性を得るには至っておりません。

１　水資源対策の推進
　　水道事業体等が安定して取水するため
に必要な水源については、国が策定する
「利根川水系及び荒川水系における水資源
開発基本計画」に位置付けられなければな
りません。現在、国の策定作業が遅れてい
る状況にあることから、引き続き、国の策
定状況等を的確に把握し、水道事業体等が
必要とする水源の位置付けを国と協議して
いく必要があります。
４　今後の県内水道のあり方検討
　　市町村等との検討を推進するために
は、危機管理体制などの検討を行い、広域
化のメリットを明確にするとともに、１６
年度のシミュレーションの結果では、県営
水道地域において水道料金の上昇と新たな
財政負担が発生するので、負担を極力低減
するための対応策が必要
　と考えられます。

１　水資源対策の推進
　　「利根川水系及び荒川水系における水
資源開発基本計画」の早期策定に向けて、
国と協議
を進めるとともに、関係都県との調整にも
取り組みます。
２　水資源の有効利用
　　「工業用水の水道用水への転用」は、
１７年度で完了することにより、水道事業
体が必要
とする安定水源が確保されることから、引
き続き、関係水道事業体・省庁等をはじ
め、県の
関係部署との連携を図ります。
３　水道事業体の経営対策
　　水道事業体の経営改善及び施設管理体
制の充実を図るため、引き続き、知事所管
水道事業
体に現地指導を実施します。
　また、危機管理体制の充実を図るため、
各水道事業体が策定した危機管理マニュア
ルに基
づく訓練等の実施結果を検証し、見直しが
必要であれば指導します。
４　今後の県内水道のあり方検討
　　地域ごとに様々な意見があるため、学
識経験者からなる「県内水道経営検討委員
会（仮称）」
を設置して、専門家からみた県内水道の望
ましい経営形態の提言を得るとともに、市
町村等
との検討を深めるため、引き続き意見交換
に取り組みます。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

成田国際空港を首都圏の国際
航空需要に対応できる十分な
機能をもった国際空港とする
ため、本来の2,500ｍ平行滑
走路の整備を促進します。

2,500ｍ平行滑走路の完成
遠距離便の利用が可能となります。

Ｃ

成田国際空港周辺地域整備計画進捗率 Ａ

Ａ・平行滑走路に係る第１種区域に挟
まれた地域内の住宅防音工事事業補助
実施率

Ａ

環境対策・共生策の充実・実現に向け
覚書の内容を確認・協議していきま
す。
・滑走路計画に関する事項
・運用等に関する事項
・騒音対策に関する事項
・地域振興に関する事項

Ａ

国際拠点空港として
の成田国際空港の機
能拡充と環境共生策
の推進
（空港地域振興課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

空港周辺地域の振興を図るた
め、成田財特法の「成田国際
空港周辺地域整備計画」に基
づく事業を推進します。
また、航空機騒音から住民の
生活環境を保全するため、防
音工事等を推進します。
さらに、国、県、空港周辺９
市町村及び公団で締結した
「新東京国際空港公団民営化
に関する覚書」に明記された
環境対策・共生策の実現に努
めます。

･　国際拠点空港としての
成田国際空港の機能拡充に
ついては､困難な課題があ
るため進展が見られない状
況です。その理由として
は、空港内未買収地の用地
交渉の難航が挙げられま
す。
･　環境共生策の推進につ
いては、概ね順調に進んで
おります。この理由とし
て、①成田国際空港周辺地
域整備計画の目標進捗率を
達成できたこと、②住宅防
音工事事業補助の申請の
あった全ての工事が実施で
きたこと、③環境対策・共
生策の充実・実現に向けた
覚書の内容を四者協議会の
実務者会議で確認・協議さ
れたことなどが挙げられま
す。

１　四者協議会実務者会議の開催
　　　「新東京国際空港公団民営化に関す
る覚書」に明記された７５項目の環境対
策・共生策の履行状況をどのように確認・
協議していくのが課題となっておりまし
た。
　　７５項目を目標の達成度等から、①目
標達成②目標達成に向け順調に進展③更な
る対応が必要又は協議の３段階に整理し、
確認・協議していく方式（案）が決まりま
した。
　　　平成１７年２月の実務者会議で、今
後、この方式で毎年履行状況を確認・協議
していくことの合意が得られました。

1 本来の2,500ｍ平行滑走路の整備促進
　　本来計画の平行滑走路の整備のために
は、未買収地問題の解決が必要です。

１　本来の2,500ｍ平行滑走路の整備促進
　　 地元市町村などとともに引き続きでき
る限りの協力をします。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

つくばと都心間の公共交通所要時間 Ａ

つくばエクスプレスの走行試験 Ａ

成田空港と都心間の鉄道所要時間 －

成田新高速鉄道に係る環境影響評価手
続き

Ａ

県が出資する鉄道会社の営業係数
※営業係数は、営業費用÷営業収益で
算出し小さい数字ほど好成績であるこ
とを示します

－

県が出資する鉄道の１日平均乗車人員 －

バス路線の維持確保を図り、
利便性を向上させることによ
り、住民の生活を支えます。

地域における乗合バス路線数 －

主要駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰの設置割合 Ａ

乗合バス車両における低床化車両の割
合

－

公共交通機関による県民の
利便性の確保・向上に向け
て概ね順調に進んでいま
す。この理由として、①つ
くばエクスプレスについ
て、駅前広場や上下水道等
沿線の整備やバス路線の確
保等を図り、１７年８月２
４日開業の運びとなったこ
と、②成田新高速鉄道につ
いて、環境影響評価や基礎
調査等の工事着手前に必要
な手続きが進められている
こと、③県内の第３セク
ター鉄道について、平均乗
車人員は微減であるもの
の、その一方で各社とも営
業費用の削減を図り、営業
係数がやや改善しているこ
と、④バス路線の維持確
保・バリアフリー化の促進
について、１６年度の数値
が判明していないものがあ
るものの、既に当初の目標
値を達成していることなど
が挙げられます。

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持公共交通機関による
県民の利便性の確
保・向上
（交通計画課）

鉄道新線の整備を促進しま
す。
つくばエクスプレスは、常磐
線の混雑緩和、首都圏の交通
利便性の向上及び新たな生活
都市空間の創出に寄与しま
す。
特に県内沿線地域では、新産
業創出拠点の形成が期待され
ます。
成田新高速鉄道は、成田空港
と都心を結ぶ空港アクセスの
改善、千葉県北西部及び首都
圏北東部等から成田空港への
利便性の向上、成田市と千葉
ニュータウンの機能連携の強
化に ながります県内の第三セクター鉄道等の
円滑な運営を促進します。
また、ＪＲ線など既設線の利
便性、快適性の向上を目指し
ます。

公共交通機関のバリアフリー
化を促進し、誰もが安心して
移動し、平等に参加できる社
会を目指します。

【鉄道新線】
①　つくばエクスプレスについては、関係
機関との調整を行った結果、建設工事、開
業準備及び駅前広場・上下水道等の整備が
着実に進み、１７年８月２４日に開業され
ることとなりました。
②　成田新高速鉄道については、環境影響
評価現地調査を１６年８月までに実施し、
その調査結果に基づき、環境影響評価準備
書を作成し、同年１２月１日に公告、同日
から１７年１月４日まで縦覧に供しまし
た。さらに、工事着手に向けて、鉄道施設
の基本設計等の基礎調査を実施しました。

【既存鉄道】
県内の第３セクター鉄道等の経営の安定を
図るためには、鉄道の利用者を増加させる
ことが必要です。いすみ鉄道では、地元自
治体・住民等の協力により沿線に菜の花を
植裁するなどの需要喚起策を実施しまし
た。東葉高速鉄道では、各種イベントの開
催や企画乗車券の発売などの需要喚起策を
実施しました。また、北総鉄道では、自治
体等関係機関による北総鉄道利用促進協議
会を開催しました。その結果、団体利用客
の増加などの成果がみられました。
また、ＪＲ東日本への要望活動を行った結
果、新型車両の導入、運転本数の増加や接
続改善等利便性・快適性の向上が図られま
した。

【バス】
生活交通であるバス路線の維持・確保する
ため、バス事業者から休廃止等の申出がな
されたバス路線について、バス対策地域協
議会で地域における具体的な確保方策を協
議し、生活交通維持・確保計画を策定し、
公表しました。

【バリアフリー】
①　７市７駅のエレベーター設置事業及び
５事業者１２台の超低床ノンステップバス
整備事業に対する補助を行い、公共交通機
関のバリアフリー化を推進しました。
②　交通バリアフリー法に基づく基本構想
を作成する市町村に対し、助言や情報提供
等の支援を行いました。しかしながら、１
７年３月現在基本構想作成済は７市で、作
成中の市も４市にとどまっており、交通バ
リアフリーへの理解は深まっていますが、
まだ十分とは言えない状況です。

【鉄道新線】
①　つくばエクスプレスについては、１６
年度に開業日、運賃、運行計画が公表され
たことから、１７年８月２４日の開業に向
け、鉄道利用の促進を図るため、県民への
各種情報の提供等の広報ＰＲ活動を積極的
に展開する必要があります。
②　成田新高速鉄道については、環境影響
評価や都市計画決定等の手続きを円滑に進
め、計画どおり１７年度に工事に着手し、
２２年度の開業を実現する必要がありま
す。

【既存鉄道】
県内の第３セクター鉄道の円滑な運営を推
進していくためには、利用客を増加させる
必要があります。そのため、引き続き、需
要喚起策や関係機関による利用促進の取組
みを進める必要があります。
　また、ＪＲ線の利便性等の向上について
は、多くの要望があることから引き続き取
り組む必要があります。

【バス】
乗合バス事業などで不採算路線からの事業
者の退出が進むことが予想される反面、高
齢化の進展などにより、生活交通としての
公共交通を確保すべき必要性はますます高
まると考えられます。今後、代替交通手段
等も含めた合理的・効率的な交通手段の確
保のため、地域の合意形成を図っていく必
要があります。

【バリアフリー】
交通バリアフリー法に基づく基本構想を作
成済みの市町村は、１７年３月現在７市
で、作成中の市も４市にとどまっていま
す。そのため、市町村に対する支援を積極
的に進めていく必要があります。

【鉄道新線】
①　つくばエクスプレスについて、県庁関
係課、地元市、鉄道会社及び沿線整備事業
者等で構成する広報ＰＲのための組織を中
核として、関係機関が連携して地域住民へ
の情報提供や開業記念イベントの実施等広
報ＰＲ活動に取り組みます。
②　成田新高速鉄道について、２２年度開
業を目指し、引き続き、成田高速鉄道アク
セス（株）や成田市などの関係者と連携・
調整しながら、環境影響評価手続きなどを
進め、円滑な事業の進捗を図ります。

【既存鉄道】
東葉高速鉄道、北総鉄道、いすみ鉄道等鉄
道ごとに、国、市町村等関係機関と協議・
検討を行い、有効な支援策や需要喚起策な
どを含め、経営のあり方を検討し、路線の
維持確保に努めます。

【バス】
　バス路線の維持確保について、代替交通
手段等も含めた合理的・効率的な交通手段
の確保のため、引き続き、バス対策地域協
議会において地域の合意形成を図ります。

【バリアフリー】
①　駅エレベーター等整備事業補助及び超
低床ノンステップバス等整備事業補助につ
いては、引き続き、効果的な補助を行い、
整備を促進します。
②　市町村に対し、引き続き、助言や情報
提供等の支援を行い、基本構想作成を促進
します。
③　引き続き、県で作成する各種計画の作
成に積極的に関与し、計画間の調整に配慮
します。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

審議会における女性委員の割合 Ｂ

市町村男女共同参画計画策定率 Ｃ

「ちば女性チャレンジプラン(仮称)」
の策定

－

地域における配偶者暴力相談支援セン
ターの整備

Ａ

県が関与するＤＶ被害者支援に係る研
修の受講者数

Ａ

意欲と能力のある女性が様々
な分野で挑戦し、活躍できる
ような社会の実現を目指しま
す。

ＤＶ被害者一人ひとりが、ど
こでも、安全で平穏な生活を
おくることができるような社
会環境を整備します。

男女共同参画社会の
実現
（男女共同参画課）

Ａ　拡大 Ｂ　改善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。
地域における配偶者暴力相
談支援センターの整備や県
が関与するＤＶ被害者支援
に係る研修の受講者数は目
標数値を達成することがで
きました。
　しかし、審議会における
女性委員の割合や市町村男
女共同参画計画策定率は、
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。

１　男女共同参画社会の実現に向けた計画
の策定及び推進
（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
しましたが、総合的な支援策の取りまとめ
には至りませんでした。
（２）市町村、民間団体、事業者等への支
援及び連携強化
　①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。
　②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。
（３）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。

２　ＤＶ被害者支援
　①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。
　②ＤＶ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。
　③ＤＶ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
ニーズにこたえました。

１　男女共同参画社会の実現に向けた計画
の策定及び推進
（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
　①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。
　②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。

２　ＤＶ被害者支援
　①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。
②ＤＶ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。
　③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。
④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。
⑤ＤＶ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。

１　男女共同参画社会の実現に向けた計画
の策定及び推進
（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
　①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。
　②県民の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。
（３）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。

２　ＤＶ被害者支援
①ＤＶ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。
②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。
③ＤＶ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。
④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。
⑤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こたえます。
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部名：　　総　務　部　　

組織・機構の再編・整備、民
間能力の活用等により、県行
政のスリム化を実現します。

千葉県行財政システム改革行動計画の
推進

Ａ

千葉県行財政システム改革行動計画の
推進

Ａ

総務部内の予算編成及び全庁の組織体
制や人員配置、給与制度の適正化等を
的確に行うこと

Ａ

総務部の各施策が着実に進むように必
要な調整等を的確に行うこと

Ａ

歳出削減及び歳入確保に向けた取り組
み

Ｂ

予算の枠配分方式の充実 Ｂ

財政の健全化
（財政課）

「財政再建プラン」の着実な
推進、予算の枠配分方式によ
る身の丈に合った予算編成等
を通じて財政の健全化を図っ
ていきます。

年間収支状況の更なる改善
公債費満期一括償還金積立不足額の解消

Ｂ　改善

方向性

達成
状況

今後の取組方法

１．県民センターの設置＜支庁の見直し
＞と総務ワークステーションの設置＜内
部事務の集中処理化の推進＞
　　総務ワークステーションについて
は、教育委員会等に対象を拡げたり、そ
の他業務プロセスを見直し、更なる改革
を行っていく必要があります。
２．職員の意識改革と、意欲・成果を重
視した新たな人事制度への転換
目標チャレンジプログラムについては、
評価者の評価能力の向上と評価結果の有
効な活用について取り組んでいく必要が
あります。
３．千葉県行財政システム改革行動計画
の一層の推進
行動計画については、14年度～16年度ま
での３か年計画であることから新たな行
動計画を策定する必要があります。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

Ｂ　改善

Ｂ　改善

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｂ　改善

・ １６年度決算の黒字化（形式的には黒
字となる見込みだが、積立金の見送りな
どの課題あり）
・ １６年度における各補正予算や１７年
度年度当初・６月補正予算編成時におけ
る枠配分予算方式の導入

１８年度当初予算編成へ向けた予算編成
方法の見直し
１８年度以降を実施期間とする新たな
「財政再建プラン」の策定

１．職員の意識改革と、意欲・成果を重
視した新たな人事制度への転換
17年度は全職員（約13,000人）に対し
て、能力評価の仕組みを加えて目標チャ
レンジプログラムの本格的試行試行しま
す。
２．千葉県行財政システム改革行動計画
の一層の推進
　　行政改革推進委員会や県民の意見聴
取を行いながら、新たな行動計画を策定
します。
　　県民サービスの向上、時代の要請に
的確に対応する組織へ常に変革を行って
いきます。

施策が着実に進むように必要
な調整等や適切な業務執行が
図られる対策を講じるととも
に、適正な人事給与制度を実
現していきます。更に、限ら
れた人員を重点的に配置する
ことで、アクションプランを
強力に展開し、自立性と特色
ある県政が進められるように
します。

内部管理業務、総務部関係政策の立案・
調整などは順調に進んでいます。
その理由としては、①千葉県行財政シス
テム改革行動計画等において達成すべき
具体的な目的や達成時期を明確にし、計
画的な取組みを行ったこと、②施策が着
実に進むよう関係部局と必要な連携を的
確におこなったことなどが挙げられま
す。

退職時特別昇給を廃止するとともに、農
林漁業普及指導手当の見直しを行いまし
た。

引き続き、社会経済情勢等の変化に即応
した給与制度になるよう、見直しを実施
していく必要があります。

勧告内容や制度改正の重要度に応じて職
員団体と協議し、国や他団体の状況等を
踏まえ可能なものから速やかに実施しま
す。

県庁経営改革の断行の実現に向けて順調
に進んでいます。
この理由としては、①新たに県民セン
ターを設置し、地域に密着した事務や、
地域特性から生じる課題に迅速に対応で
きるようにしたこと。②総務ワークス
テーションを設置し、本庁及び全出先機
関の職員の人事給与や福利厚生等の内部
事務を集約化し、民間と共同で処理する
ことで経費の削減を図ったこと。③目標
チャレンジプログラムの試行により、業
務の方向性や仕事の実施水準が明らかに
なり、職員の意識改革が進んでいるこ
と。④千葉県行財政システム改革行動計
画について、14年度から16年度の3年間に
105の改革事項のうち、出先機関の再編、
公社等外郭団体の見直し、職員数の削減
などおおむね8割の項目で成果が挙がるな
ど改革が順調に進んでいることなどが挙
げられます。

１．県民センターの設置＜支庁の見直し
＞と総務ワークステーションの設置＜内
部事務の集中処理化の推進＞
　　支庁を見直し、新たに県民センター
を設置して、地域に密着した事務や、地
域特性から生じる課題に迅速に対応でき
るようにしました。民間と共同で処理す
る組織として総務ワークステーションを
設置し、本庁及び全出先機関の職員の人
事給与や福利厚生等の内部事務を集約化
することで、内部事務経費の削減を図り
ました。
２．職員の意識改革と、意欲・成果を重
視した新たな人事制度への転換
　　目標チャレンジプログラムのアン
ケート結果では、業務の方向性や仕事の
実施水準が明らかになり、また職員の意
識改革につながった点が評価されまし
た。
　　研修受講者のアンケート結果では、
満足度・理解度について昨年度より高く
評価されました。
３．千葉県行財政システム改革行動計画
の一層の推進
　　14年度から16年度の3年間に105の改
革事項のうち、出先機関の再編、公社等
外郭団体の見直し、職員数の削減などお
おむね8割の項目で成果をあげています。

ひらかれた県政と県民参加の
推進、事務事業の評価と見直
し、人事システムの転換等に
よる新しい行政システムの構
築を図ります。

財政の健全化の達成に向けて概ね順調に
進んでいますが、一部に課題がありま
す。１６年度決算は、黒字となる見込み
ですが、本来１６年度で積み立てるべき
公債費の満期一括償還積立金の積立の一
部を見送るなど、危機的な財政状況を脱
したとはいえない状況です。

県庁経営改革の断行
（総務課）

内部管理業務、総務
部関係政策の立案・
調整など
（総務課）

資料　４
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

財政の健全化に資するため、
未利用県有地の積極的な売却
処分の促進等を図ります。

売却金額 Ａ

物品等の調達手続きの透明
性、競争性の向上を図るとと
もに、調達価格の低廉化及び
事務の効率化を図ります。

電子入札件数 Ａ

老朽化及び狭隘化している現
県警本部庁舎について、県庁
南庁舎用地に建設します。 県警本部新庁舎の建設 Ａ

庁舎等の適正な維持管理 Ａ

県税収入の確保 Ａ

県税滞納額の縮減 Ａ

県有財産等の維持管理の実現に向け順調
に進んでいます。その理由として
・ 未利用県有地の売却については、入札
制度の改善や入札回数の増加などを行
い、目標を達成することができた。
・ 電子入札の導入については、システム
開発を完了し、本格稼動に向け順調に進
んでいる。
・ 県警本部新庁舎の建設については、解
体予定の南庁舎入居組織の仮移転先を確
保することができた。
等が挙げられます。

県有財産等の維持管
理
（管財課）

本庁舎等の維持管理、公用車
の運行管理を適正に行う。

税収の確保
（税務課）

Ａ　拡大

１　公有財産の管理
　　未利用県有地の売却について、最低
売却価格の事前公表、入札申込及び入札
保証金の事前申込等手続きの変更並びに
入札参加者の事務の軽減及び入札回数を
増加した結果、目標額を達成しました。
２　物品等の契約
　　物品等の入札及び契約を適正に実施
しました。また、電子入札の導入につい
ては、システム開発が完了し１９年度稼
動に向けて、大きく前進しました。
３　県警本部新庁舎の整備
　　千葉県警察本部新庁舎建設等事業者
選定委員会を開催し、ＰＦＩ事業者の選
定作業も順調に進んでおり、また、解体
予定の南庁舎の入居組織の仮移転先を確
保しました。
４　その他事務・事業
　　本庁舎等の維持管理、公用車の運行
管理を適正に行いました。

１　物品等の契約
16年度に電子入札システムのプログラム
を開発しました。今後、試行を重ね登録
業者に電子入札システムを普及させてい
く必要があります。

　物品購入の入札について，従来の入札
と併用しながら電子入札の試行を順次拡
大します。

　○県税収入の確保と滞納額の縮減
平成16年度県税収入は、平成16年度県税
歳入予算額6,474億円を上回る6,478億円
と見込まれることから、歳入予算額を上
回る額が確保できる見通しであり、ま
た、15年度から16年度に繰り越した滞納
額が298億円であったのに対し、16年度か
ら17年度に繰り越す滞納額は288億円と見
込まれることから、滞納額を縮減できる
見通しです。

　○県税収入の確保と滞納額の縮減
県税収入の確保については、身近な県税
である自動車税について、納付手段を拡
大する等により、滞納の発生防止を図る
必要があります。
滞納額については、依然として、個人県
民税や自動車税を中心に多額であること
から、さらに縮減を図る必要がありま
す。

○県税収入の確保と滞納額の縮減
自動車税の納付手段と機会を拡大し、滞
納の発生防止に資する取組みとして、17
年５月の定期課税からコンビニエンスス
トアでの納付システムを導入し運用いた
します。

Ａ　拡大

Ｂ　改善Ｂ　改善

　税収の確保については、順調に進んで
います。その理由として、
①平成16年度県税収入の決算見込額は、
17年５月末の概算では6,478億円と見込ん
でいることから、平成16年度最終予算額
は十分確保できる見通しであること、
　②17年度に繰り越される16年度の滞納
額は、前年度を10億円下回る288億円程度
と見込まれることがあげられます。

課税業務を適正に処理し円滑
な業務執行に努めるととも
に、滞納額の多い個人県民税
と滞納件数の多い自動車税を
中心とした滞納額の縮減に努
め、併せて県税収入の確保を
図ります。
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

普通会計決算において実質収支が赤字
の団体を出さないこと（赤字団体数）

Ａ

自主財源の確保状況として、
市町村3税の徴収率

Ｂ

個人情報保護条例の制定市町村数 Ａ

合併重点支援地域の指定を受けた団体
数

Ａ

分権新時代・市町村総合補助金の執行
状況（予算額及び実績）

Ａ

県、市町村及び住民等との連携による
取組事例の増加

Ａ

・その他の事業・事務（内部管理及び住
民基本台帳ネットワーク事業等）を概ね
適正に実施いたしました。
なかでも個人情報保護条例の制定につ
いては、平成17年3月31日現在77市町
村中76市町村が制定済で、残る1町につ
いても平成17年6月に制定の見込みで
あり、順調に進展してきているところで
す。

市町村に対する助
言・支援
（市町村課）

住民に最も身近な基礎的自治
体である市町村が、行財政の
健全化を図り、住民ニーズに
対応した施策を効率的・効果
的に実施できること

１　市町村の行財政基盤の強化
・市町村が抱える財政運営上の問題点等
を的確に把握し、適切な解決策を市町村
が講じられるように、引き続き市町村の
財政に関する助言及び調査集計業務を実
施します。さらに引き続き県税務職員の
派遣及び研修生の受入を実施し、特に県
税事務所への研修生を積極的に受け入れ
ていくとともに、滞納整理を専門的に行
う組織の設立について検討を進めていき
ます。

２　自主的な市町村合併の推進
・平成17年4月から施行された新合併特
例法では、必要に応じて、県が合併推進
構想を策定し、引き続き合併を推進する
こととされており、本県における構想の
策定については、平成17年5月頃に示さ
れる予定の国の基本指針を踏まえて検討
したいと考えています。

・市町村の行財政基盤の強化に向けて概
ね順調に進んでいますが、市町村財政
は、歳入面では長引く景気の低迷による
市町村税の伸び悩みや国の三位一体改革
等による影響等で厳しい状況におかれ、
歳出面では扶助費や公債費等の義務的経
費が増加傾向等にあることから、財政運
営が非常に難しい状況にあります。その
ようななか、市町村が抱える財政運営上
の問題点等を市町村からの照会及び各種
調査集計業務等から的確に把握し、市町
村が適切な解決策を講じられるように助
言等を行ったため、普通会計決算の実質
収支赤字団体を出さないことができる見
込みです。また、歳入の市町村3税の徴収
率についても、市町村が抱えている困難
事案に対する助言、並びに税務課と協力
し県税務職員の派遣及び県税事務所への
市町村職員の研修を行った影響もあり、
前年度徴収率を下回らない状況となりま
した。
・自主的な市町村合併の推進に向けて概
ね順調に進んでおります。14地域58市町
村（合併により55市町村に減少）を合併
重点支援地域に指定し、11地域35市町村
の合併により、県内の市町村数は、80市
町村（33市42町5村）から、平成18年3月
末には、56市町村（36市17町3村）に再編
されることとなり、本県としても分権型
社会の基盤となる足腰の強い基礎自治体
の形成に向けて一定の成果があったもの
と考えております。一方で、法定協議会
の設置に至りながら合意に至らず、協議
会を解散した地域が10件（うち5件は枠組
再編の上復活）あり、必ずしも十分に進
んだとは言えず、今後も引き続き自主的
な市町村合併を推進していくことが必要
であると考えています。
・市町村の自主的・創造的施策展開の促
進に向けて概ね順調に進んでおります。
分権新時代・市町村総合補助金について
は、補助対象全ての団体に総合補助金を
交付（71団体）しました。また、県、市
町村及び住民等との連携による取組事例
については、自治体政策交流会議の開
催、市町村からの相談への現地訪問も含
めた対応などを実施いたしました。これ
らの取組により、地方分権社会を支える
市町村が、地域の特性を活かし、自立し
た主体的な行政運営が行えるよう支援
し、住民サービスの向上を図ることがで
きたと考えております

１　市町村の行財政基盤の強化
市町村が抱える財政運営上の問題点等を
市町村からの照会及び各種調査集計業務
等から的確に把握し、市町村が適切な解
決策を講じられるように助言等を行いま
した。また、県税職員との派遣と研修生
の受入等を予定通り実施したことによ
り、市町村の徴収技術の向上を図ること
ができるという成果をあげました。

２　自主的な市町村合併の推進
自主的な市町村合併を推進したところ、
11地域35市町村の合併により県内の市町
村数は、平成の大合併により県内におい
て合併が行われる以前の80市町村（33市
42町5村）から、平成18年3月末には、56
市町村（36市17町3村）に再編されること
になりました。（平成16年度中のみで見
ると、年度当初79市町村であったもの
が、鴨川市・天津小湊町と柏市・沼南町
の合併により77市町村に再編されていま
す。）

３　市町村の自主的・創造的施策展開の
促進
分権新時代・市町村総合補助金について
は、補助対象全ての団体に総合補助金を
交付（71団体）しました。また、県、市
町村及び住民等との連携による取組事例
については、自治体政策交流会議の開
催、市町村からの相談への現地訪問も含
めた対応を実施するなど地域の特色を生
かした地域づくりの実施に対する支援を
してきたところです。これらの取組みに
より、市町村の政策立案能力の向上を図
ることができました。

４　その他の事業・事務（内部管理及び
住民基本台帳ネットワーク事業等）
個人情報保護条例の制定については、平
成17年3月31日現在77市町村中76市町村が
制定済で、残る1町についても平成17年6
月に制定の見込みです。

１　市町村の行財政基盤の強化
・いまだ徴収技術の向上が必要な市町村
があることから、県税務職員の派遣及び
県税事務所への市町村職員の研修につい
ては継続的に実施するとともに、更なる
市町村税の徴収率の向上を図るために、
新たな取組みへの検討を行う必要があり
ます。

２　自主的な市町村合併の推進
・法定協議会の設置に至りながら合意に
至らず、協議会を解散した地域が10件
（うち5件は枠組再編の上復活）あり、必
ずしも十分進んだとはいえず、地方分権
時代の基礎自治体としての行財政能力の
向上の観点から、今後も引き続き自主的
な市町村合併を推進していくことが必要
であると考えています。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

市町村が政策立案能力の向
上を図り、地域の特色を生
かした地域づくりを実施でき
ること。
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

県政情報の公表に関する要綱に基づく
公表件数

Ａ

累積した異議申立案件の処理 Ａ

有償頒布行政文書の頒布場所 Ａ

情報公開の推進
（政策法務課）

県民が公開条例に基づく開示
請求によるまでもなく、容易
に県政情報を入手できるよう
保有する情報を積極的に公表
するとともに、適正かつ円滑
に開示請求事務を遂行して県
民の要請に答えます｡また累
積した異議申立案件の削減も
図ります。

１．県民にひらかれた県政の実現（情報
公開制度の改善・地域と一体となった情
報発信の推進）
（１）情報公開制度の改善
　県民にとってより一層利用しやすい制
度とするため、情報公開条例の改正（平
成17年4月1日施行）を実施しました。今
後は、情報公開推進会議の円滑な運営、
審議会等の会議の原則公開の徹底など改
正条例の適正な運用を図ることが必要で
す。
（２）情報公開の推進
　県民が求める情報公開制度は、迅速な
対応です。請求から開示までの期間を短
縮するため開示等の意思決定の迅速化を
図る必要があります。また、正確で分り
やすい県政情報をインターネットなどあ
らゆる媒体を通じ、県民により一層提供
していく必要があります。
２．開示請求に関する相談・調整業務
　開示請求手続きの迅速化には、請求者
の意図をより的確に把握する必要があり
ます。

１．県民にひらかれた県政の実現（情報
公開制度の改善・地域と一体となった情
報発信の推進）
（１）情報公開制度の改善
　県民各界各層（公募委員を含む）から
構成される情報公開推進会議において、
情報公開制度の
あり方について調査審議します。また、
開示請求者等からの苦情の処理を行いま
す。
（２）情報公開の推進
　請求から開示までの期間を短縮するた
め、開示等の判断マニュアルを作成して
意思決定の迅速
化を図ります。
２．開示請求に関する相談・調整業務
　請求意図をより的確に把握するため、
関係部局との連絡調整を密にして必要な
情報を提供します。

１．県民にひらかれた県政の実現（情報
公開制度の改善・地域と一体となった情
報発信の推進）
（１）情報公開制度の改善
　情報公開制度を県民にとってより一層
利用しやすい制度とするため、情報公開
条例の改正等についてパブリックコメン
トを実施した上、①情報公開制度の運営
の改善について県民の意見を取り入れ検
討し、併せて苦情の処理等を行う機関と
して「千葉県情報公開推進会議」を設置
したこと。②開示請求の対象となる文書
を保有する全ての行政文書に拡大するこ
と。③審議会等の会議の原則公開を条例
に規定すること。　などを内容とする情
報公開条例の一部改正を行い、平成17年4
月から施行しました。
（２）情報公開の推進
　情報公開の推進では、行政文書の開示
を中心とした開示請求権制度と各種の県
政情報の提供施策が推進の両輪となって
おりますが、開示請求するまでもなく県
民が容易に県政情報を入手できるように
するためには、文書館・図書館・イン
ターネット等による県政情報の積極的な
公表･提供が必要です。そのため、文書館
行政資料室の閲覧資料の充実や県庁ホー
ムページへの資料登載に努め、774件の公
表状況を文書館において新規閲覧し、
4,595人が利用しました。また県庁ホーム
ページ上の情報公開関係ページには
412,144件（15年度305,308件）のアクセ
スがありました。
２．開示請求に関する相談・調整業務
　開示請求の相談では、来訪者の意図を
十分確認することにより、求めている情
報の内容をできる限り具体的に把握して
開示請求手続きの迅速化を図るととも
に、公表情報や他法令の閲覧制度などの
情報の提供を積極的に行いました。ま
た、できるだけ情報提供で対応するよう
担当部局と調整しました。

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持情報公開の推進に向けて、概ね順調に進
んでいます。その理由として、主要事業
として取り組みました情報公開制度の改
善では、情報公開条例の改正を実施した
こと、また県政に関する情報を積極的に
提供する施策である ①「県政情報の公表
に関する要綱に基づく公表件数」が基準
年（14年度）より６４％増加したこと、
②「有償頒布行政文書の頒布場所」が基
準年（14年度）より11倍増加したことな
どが挙げられます。
また、本県の情報公開制度の円滑な運営
に支障となっております ③「累積した異
議申立案件の処理」が16年度末では２３
３件に減少し、状況は大幅に改善されて
おります。
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

条例化が必要となる案件の調査 Ａ

条例化指針の策定 Ａ

条例化指針に基づく条例化 ―

法務的政策評価の検討 Ｃ

組織横断的な法務施策の策定に対する
支援

Ａ

政策法務研修（新任研修） Ａ

政策法務研修（基礎コース） Ａ

政策法務研修（応用コース） Ａ

基本的な法律図書の共有化システムの
構築

Ｃ

政策法務マニュアルの作成（公用文作
成の手びきの改訂）

Ｂ

庁内向けニュースレターの発行 Ａ

市町村の政策法務研修 Ａ

市町村が抱える課題解決のための検討 Ａ

政策法務の実践
（政策法務課）

Ｃ　現状維持○ 対内的政策法務の実践
地方分権改革の進展に伴い、
政策法務の必要性が高まって
います。しかし、県庁内部の
意識はいまだに縦割りであ
り、ひとつの自治体として組
織横断的、総合的な取組を構
想する発想は定着していませ
ん。そこで、自立的に分権を
推進するための考え方の枠組
みとしての政策法務を県庁内
に普及することにより行政課
題に対して総合的かつ自立的
に対応する能力を向上し、分
権推進型行政の実現を図りま
す。

○ 対外的政策法務の実践
分権改革の進展に伴い、地方
公共団体は、自立的に法を解
釈・運用し、また、場合に
よっては裁判に対応すること
を求められています。そこ
で、県民、事業者等と法関係
を持つ作用に関する条例等に
ついて県庁内各課の支援を行
います。また、市町村の分権
推進型行政の実現のために、
政策法務や職員の能力の向上
のための支援を行います。

「政策法務の実践」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。
・概ね順調に進んでいるといえる理由
　16年度に予定していた、条例化を必要
とする事項に関する調査と整備方針の策
定については、「条例等整備方針」が策
定され17年1月から施行段階に入りまし
た。
　16年度中に成立した次の条例につい
て、組織横断的な法務施策の策定に対す
る支援を実施しました。
①千葉県企業立地の促進に関する条例
（17年2月）
②千葉県個人情報保護条例の一部を改正
する条例(17年2月)
③千葉県情報公開条例の一部を改正する
条例（16年12月）
④千葉県青少年健全育成条例の一部を改
正する条例（17年2月）
　　　また、16年度の政策法務委員会に
おいて政策法務重要案件指定を受けて、
立法事実及び条例の骨格を検討したもの
として「（仮称）千葉県森林の開発行為
の適正化等に関する条例」・「（仮称）
千葉県障害者差別をなくすための条
例」・「（仮称）千葉県動物の愛護及び
管理に関する条例」があります。
　16年度の政策法務研修に関しては、基
礎コースに受講者が予定数集まらなかっ
たほかは、順調に実施しました。
　16年度の庁内向け政策法務ニュースレ
ターについては、6回開催された政策法務
委員会に対し、4回の発行に留まりまし
た。しかし、当初、季刊を考えておりま
したので、県庁ホームページへの登載と
併せて予定以上の成果を上げていると思
われます。
　このほか、市町村の政策法務研修につ
いては、山武郡市広域行政組合及び香取
広域市町村圏事務組合において実施した
ほか、依頼により八千代市においても実
施しましたので、目標以上の達成状況と
いえます。
　市町村が抱える課題解決のための検討
については、１市から政策法務組織の編
成について相談があったため、これに応
じましたので、目標を達成しているとい
えます。
・一部に課題がある理由
法務的政策評価（法制評価）について
は、業務の下流にあたる審査法務の処理
能力が限界に達していることから、ただ
ちに着手することが困難な状況です。
基本的な法律図書の共有化システムにつ
いては、緊急の課題ではないため、財政
状況の改善を待つこととしました。
政策法務に関するマニュアルについて
は、政策法務研修における予習資料とし
て簡易なものを１７年度当初に整備する
予定です。その後、段階的に整備する予
定です。

　対内的政策法務の推進
条例等整備方針については、16年度内に
該当する事務の調査と指針の策定を完了
しました。今後、具体的な条例化の進展
が見込まれます。
　政策法務研修については、新任職員研
修、政策法務研修基礎コース、同応用
コースいずれも予定どおり実施しまし
た。特に基礎コース参加者は14名（予定
枠は40名）と予定を下回っていました
が、参加者はすべて自発的受講者であっ
たため、高い受講意欲が維持され、研修
の効果は高いものがありました。
　ニュースレターについては予定どおり4
号まで発行することができ、庁内には紙
ベースで配布、庁外に対してもホーム
ページで公開することにより本県の政策
法務の動向について周知を図ることがで
きました。
　対外的政策法務の推進
　市町村の政策法務への支援として、山
武郡市広域行政組合及び香取広域市町村
圏事務組合の構成市町村職員に対し、そ
れぞれ出前で政策法務に関する研修を実
施しました。
　また、1市に対しては、要請により同様
の研修を実施しました。
　さらに、政策法務組織の編成に関する
相談を受けた市が1市あります。
　これらを総合すると県内市町村に対し
ても、政策法務の考え方が徐々に浸透し
ているものと思われます。

対内的政策法務の推進関連
　政策法務マニュアルの作成（公用文作
成の手びきの改訂）が必要であることは
明らかであるが、政策法務に関して一定
の確立した方法が本県において定着して
いるといえない状況にあり、マニュアル
の策定にはまだ多少の時間を要すると思
われます。

対外的政策法務の推進関連
　市町村が抱える政策法務に関する課題
の相談業務については、市町村課主催の
市町村企画担当部課長会議において周知
を図っているところですが、案件の相談
自体が受身であるため、実績件数は僅か
に留まっています。

体内的政策法務の推進関連
個別条例案件の支援と条例等整備方針を
中心とした対内的政策法務を引き続き推
進していきま
す。

対外的政策法務の推進関連
市町村の政策法務への支援を内容とする
対外的政策法務を引き続き推進していき
ます。

Ｃ　現状維持
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

　私立学校等に対し助成する
ことにより，教育条件の維持
向上，修学上の経済的負担の
軽減及び経営の健全化を図り
ます。

私立学校助成事業 Ａ

　学校法人等の会計等が適切
に処理され，自律的な学校運
営を図ります。 学校法人等に対する検査指導件数 Ａ

　宗教法人法に基づき宗教法
人に係る適正な認証等を行い
ます。

規則認証に当たっては，宗教団体とし
ての適切な運営について確認します。

Ａ

Ｂ　改善Ｂ　改善私学教育の振興及び宗教法人の認証を適
切に実施しました。
私学助成事業として、一般経常費補助等
の事業を実施し、教育条件の維持向上，
修学上の経済的負担の軽減及び学校経営
の健全化を図るとともに、学校法人等の
会計等が適切に処理され自律的な学校運
営を図るため、学校法人等に対し検査指
導を行いました。
　宗教法人の認証についても、適切に実
施しました。

１　私立学校助成事業
私立学校経常費補助のほか、経済不況等
による授業料滞納世帯の負担を軽減する
ための私立高等学校授業料減免事業補助
等を実施することにより，教育条件の維
持向上，修学上の経済的負担の軽減及び
経営の健全化を図ることができました。

２　学校法人等の自律的な運営
　学校法人等に対する検査指導を８０法
人を対象に行うとともに、学校会計基準
研修会を実施し、学校職員の事務能力の
向上を図りました。その結果、学校法人
等の会計等が適切に処理され，自律的な
学校運営能力の向上を図ることができま
した。

３　宗教法人の認証等
　宗教法人法に基づき宗教法人に係る適
正な認証等を行いました。また、宗教団
体の運営状況についての定期報告及び事
務所備付け書類の提出を求め，必要に応
じ指導しました。

１　私立学校助成事業
私立学校を取り巻く環境は、対象生徒数
の減少等により、一段と厳しくなってい
ます。このため、学校経営の健全化、教
育条件の維持向上及び修学上の経済的負
担の軽減という観点から、経常費助成の
充実を図る必要があります。

２　学校法人等の自律的な運営
　検査において指摘した事項に対する改
善状況を的確に把握し、未改善であるも
のの指導を行っていく必要があります。

３　宗教法人の認証等
　提出すべき事務所備付け書類を提出し
ていない法人に対し、督促等指導の必要
があります。

１　私立学校助成事業
学校経営の健全化、教育条件の維持向上
及び修学上の経済的負担の軽減という観
点から、今後も私立学校経常費一般補助
等私学振興の根幹に関わる助成の充実を
図ります。

２　学校法人等の自律的な運営
　自律的な学校運営能力の向上を図るた
め、引き続き、学校法人等に対する検査
指導を行います。

３　宗教法人の認証等
　引き続き、宗教法人法に基づく宗教法
人に係る適正な認証等を行います。

私学教育の振興及び
宗教法人の認証
（学事課）
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方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

地域防災計画の修正 Ｂ

油流出事故対策の充実（マニュアルの
見直し）のための検討会の開催

Ａ

被災者住宅再建支援制度の創設 Ａ

自主防災組織の組織率の向上 Ｂ

防災情報システムの基本設計・無線の
実施計画の策定

Ａ

県及び市町村における備蓄の強化 Ａ

石油コンビナート大規模災害時におけ
る広域連携の確立（泡消火薬剤の融通
等）

Ａ

市町村が行う消防施設・設備等の整備
に対する助成

Ａ

救急救命士の養成 Ａ

防火対象物関係者に対しての設備等点
検・報告制度及び防火管理制度の啓発
指導

Ａ

様々な危機から県民の暮らし
を守る体制の充実強化を図り
ます。

警察、消防、自衛隊及び県で構成する
千葉県危機管理四者連絡会議等の開催

Ａ

大規模災害やテロ、建築物の
高層化などにより、消防需要
は複雑化・多様化していま
す。こうした消防需要に的確
に対応し、時代に即応した消
防力の強化を図るとともに、
救急救命士を養成し、県民の
救命率の向上を図ります。
また、小規模雑居ビル等の消
防用設備等の適切な維持管理
及び防火管理を確保します。

・ 　防災体制の充実強化に向けて順調に
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油流出事故対策の充実
（マニュアルの見直し）のための検討会
の４回開催、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、⑤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、⑥石油コンビナートに係る泡消
火薬剤の融通体制の実現、⑦市町村消防
の施設・設備整備への助成の実行、⑧救
急救命士５８０人の養成、⑨防火対象物
関係者に対しての設備等点検・報告制度
及び防火管理制度の啓発指導３,４７７箇
所実行などが挙げられます。

１　制度・体制の充実
地域防災計画修正のための千葉県防災懇
談会、油流出事故対応マニュアル見直し
のための検討会を開催し、それぞれの修
正・見直しの基礎となる意見を抽出しま
した。
防災情報システム及び防災行政無線再整
備の基本設計を実施しました。
２　防災意識の普及･啓発
西部防災センターでは、県民が防災に関
する知識の学習及び体験する防災啓発施
設して、地震体験など各種体験や展示施
設を設けていますが、平成１６年度３３,
５４３人の利用がありました。さらに、
地震体験車の貸出しや八都県市地震対策
研究部会で防災対策のポスターやリーフ
レットを作成、配布をしました。
災害時にボランティアが組織的、合理的
に活動するために、組織のとりまとめや
様々な団体等との連絡調整が必要となり
ますが、その役目を担う災害対策コー
ディネーターの養成を行いました。
また、県民参加の八都県市合同防災訓練
をはじめ、八都県市合同図上訓練、非常
参集訓練を行いました。
３　地震への対策
市町村において災害備蓄を充実するよ
う、指導を行ってきました。その結果、
市町村の理解は進んできています。
４　石油コンビナートの防災体制の充実
石油コンビナート地区では、いったん災
害が発生すると大規模な災害になりやす
く、消火活動にも多くの設備（消防車、
薬剤等）を必要とします。このため、周
辺都県市間における石油コンビナート災
害に係る泡消火薬剤の融通制度を発足し
ました。
５　市町村消防等への支援
災害の複雑多様化により、消防需要が高
まっている中、県民の救命率の向上を図
るため、救急救命士の養成に努め、１６
年度で５３人を養成しました。
６　県民を火災等の災害から守るための
防火対策の効果的な展開
緊急地域雇用創出特別交付金の事業とし
て、「小規模雑居ビル等の防火対象物に
おける事故点検の実施に対する指導及び
支援事業」を行い、失業者を雇用し、防
火対象物の消防用設備等の点検・報告及
び防火管理につて、啓発指導を行いまし
た。

１　制度・体制の充実
地域防災計画の見直し・修正や（仮称）
防災情報ターミナル（基地）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。
２　防災意識の普及･啓発
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　地震への対策
いつ発生するかわからない地震に備える
ため、備蓄物資の充実に努めてきました
が、各市町村の備蓄には、地域的にばら
つきも見られるため、全県的な備蓄強化
に取り組む必要があります。
４　石油コンビナートの防災体制の充実
北海道の石油タンク火災では、これまで
の想定外の事例であったことにより、被
害の拡大を招きました。これまでの被害
想定を見直し、さらに体制の強化を図る
必要があります。
５　市町村消防等への支援
火災・災害に対し最初に対応することと
なる市町村消防の体制・設備強化につい
ては、これまでも助成等支援を行ってき
ましたが、災害の複雑多様化から消防需
要が高まる中、さらに支援を行う必要が
あります。
６　県民を火災等の災害から守るための
防火対策の効果的な展開
個人住宅においては、特に高齢者世帯
が、火災の発生に気付くのが遅れ、ま
た、避難も難しいなど、被害を受けやす
い状況にあることから、対策を強化する
必要があります。

災害、被害を最小限に食い止
めるには「自らの身の安全は
自ら守る」「自分達のまちは
みんなで守る」という、「自
助」と「共助」が最も重要で
あることから、防災関係機関
はもちろんのこと、県民をは
じめ、NPO、ボランティア、
事業者が協働した効率的な防
災体制の確立を図ります。
特に、石油コンビナート地区
は、ひとたび事故が発生する
と大規模な災害に拡大するお
それがあることから、国、
県、市及び企業の一体的、有
機的な防災体制の確立を図り
ます。

Ｂ　改善

Ｂ　改善１　制度・体制の充実
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、地
域防災計画及び（仮称）防災情報ターミ
ナル（基地）ちば等の実効性の確保のた
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。
２　防災意識の普及･啓発
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　地震への対策
県内において、どの地域においても地震
への備えが十分なものとなるよう、引き
続き市町村と協力して体制の整備に取り
組みます。
４　石油コンビナートの防災体制の充実
大容量泡放射システムの配備による消火
戦術の見直しを進め、体制の強化を図り
ます。
５　市町村消防等への支援
火災・災害に対し最初に対応することと
なる市町村消防の体制・設備強化へ向
け、引き続き支援に取り組みます。
６　県民を火災等の災害から守るための
防火対策の効果的な展開
特に火災の被害を受けやすい高齢者世帯
を中心に、啓発等火災予防に取り組みま
す。

Ｂ　改善防災体制の充実強化
（消防地震防災課）

危機管理体制の充実に向けて順調に進ん
でいます。この理由として、①四者連絡
会議など関係機関との会議を開催したこ
と、②危機対応マニュアルの策定や訓練
の実施、などが挙げられます。

危機管理体制の充実
（消防地震防災課）

Ｂ　改善１　様々な危機から県民の暮らしを守る
体制の充実強化
　県民の生命、財産を脅かす地震などの
自然災害や重大な事故などの他、最近に
おいて懸念されるテロや武力攻撃など県
だけでは対応できない事件などに関し、
県警本部、消防、自衛隊などと連絡会議
を複数回にわたり開催するなどにより、
意見等を聞き、より実効的な千葉県国民
保護計画の策定準備など危機管理体制の
充実を図りました。

１　様々な危機から県民の暮らしを守る
体制の充実強化
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　様々な危機から県民の暮らしを守る
体制の充実強化
様々な危機に対応するため、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。

19



方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

検証指標・手段
施策名
（課　名）

インターネット世帯普及率 Ａ

Ｂ　改善 Ｂ　改善

ブロードバンド契約数世帯比
（DSL、CATV）

Ａ

「24時間・365日」いつで
も、誰でも、行政サービスが
受けられる電子自治体の構築
を推進します。

電子申請・届出受付事務可能件数 －

人事、給与、財務等の基幹業
務システムの安定稼動に努め
ます。

ホストコンピュータ及びネッ
トワークの安定稼動を目指し
ます。

共済宿泊施設の運営の効率化

運営の適正化 Ａ

Ａ　拡大 Ａ　拡大

職員の健康の維持

健康診断事業の実施 Ａ

職員住宅の適正な管理運営

管理戸数の適正化 Ａ

運営の適正化 Ａ

職員の福利厚生等の
展開
（総務ワークステー
ション）

ホストコンピュータ処理業務・
オンラインの完全停止件数

ＩＴ政策の企画・立案・推進
を図り、また、通信事業者や
ＮＰＯ、市町村等との協働に
より地域情報化を推進しま
す。

Ａ

ＩＴ化の推進の実現に向けて順調に進ん
でいます。この理由として、①高速イン
ターネット接続可能地域（ＡＤＳＬ）が
１９３局から全局（２０８局）に拡大し
たこと、②県における電子入札システム
の開発が完了したこと、③電子自治体共
同運営協議会を設置し、電子入札システ
ムの導入にあたって大部分の事務の標準
化を終えたことなどが挙げられます。

職員の福利厚生等の展開については、事
業計画に沿い順調に進んでいます。
①職員の健康管理については、予定の事
業を実施するとともにメンタルヘルス対
策事業についても、新たな事業を実施し
ましたが、更に健康診断未受診者につい
ても減らすように努めています。
②給与等の内部事務については、計画ど
おり事務の集中化を図り、経費の削減に
努めましたが、更に対象機関を拡大する
等コストの削減に努めています。

給与等の内部事務の集中処理

ＩＴ化の推進
（情報政策課）

１職員の健康の維持
　メンタルヘルスカウンセラー派遣事業
を新規に実施し、職員・職場に対する相
談体制を充実させました。
２職員住宅の適正な管理運営
　職員住宅等については、廃止計画を策
定し住宅の維持管理費の削減に努めまし
た。
３給与等の内部事務の集中処理
　総務WSについては、事務事業の集中化
を図り内部事務経費の削減を実現しまし
た。

職員住宅の適正な管理運営
・当面残る職員住宅の効率的な維持管理
方法を検討していく必要があります。ま
た、供用を廃止した住宅の財産処分（土
地・建物）についても、関係課と調整し
早期に処分できるようにしていく必要が
あります。

１総務ワークステーション業務の拡大
　経費の削減を更に進めるため、対象機
関を拡大します。

１　ＩＴ政策の企画・立案・推進
インターネット世帯普及率及びブロード
バンド契約数世帯比が向上しました。ま
た、「千葉県地域ＩＴ化推進協議会」等
を通じて産・学・官・民が連携し、地域
の情報化に取り組みました。
２　電子自治体の推進
電子自治体共同運営協議会を設置し、県
及び市町村で電子申請・電子入札システ
ムの共同利用を推進しました。
３　基幹業務システムの運用
給与・財務等の基幹業務システムの安定
運用を図りました。
４　ホストコンピュータ及び庁内ネット
ワークの管理
ホストコンピュータの安定稼働ととも
に、庁内・国及び市町村とのネットワー
クの運用管理を図りました。

１　ＩＴ政策の企画・立案・推進
地域情報化について、「ＩＴを身近に感
じることのできる社会」の実現のため、
一層高水準の基盤整備を促進する必要が
あります。
２　電子自治体の推進
市町村の申請・届出の電子化を図るた
め、開発にあわせて電子自治体共同運営
協議会を通して、電子申請システムの標
準化を早期に実現する必要があります。
３　基幹業務システムの運用
安定運用を図るとともに、一般的に高コ
ストといわれるシステムの刷新可能性調
査を実施する必要があります。
４　ホストコンピュータ及び庁内ネット
ワークの管理
コンピュータ等のトラブル防止に努めま
す。

１　ＩＴ政策の企画・立案・推進
引き続き、地域ＩＴ化推進協議会等の場
を通じ、市町村、民間事業者及びＮＰＯ
等と協働し、地域情報化を進めていきま
す。
２　電子自治体の推進
電子自治体の構築を積極的に推進するた
め、県における申請・届出の電子化を図
るとともに、県と市が共同利用できるシ
ステムの開発に努めます。
３　基幹業務システムの運用
基幹業務システム等の安定稼動と改善に
努めます。
４　ホストコンピュータ及び庁内ネット
ワークの管理
ホストコンピュータ及びネットワーク等
の完全停止を未然に防止します。
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部名：　　健　康　福　祉　部　　

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
参加者数

Ａ

人権啓発ビデオ貸出本数 Ｂ

人権啓発資料の作成部数 Ａ

人権啓発の放送広報回数 Ｃ

人権啓発の新聞等広報回数 Ａ

Ｂ　改善

検証指標・手段
施策名
（課　名）

　人権啓発の推進を概ね適
切に実施しました。その理
由として、①ちばハートフ
ル・ヒューマンフェスタの
参加者が１，２７５人とな
り、人権に対する理解を推
進できたこと、②人権啓発
資料を１１，０００部作成
し、研修会や講演会等で活
用し、人権に対する理解を
推進できたこと、③新聞等
による人権啓発広報の実施
により、県民に幅広く啓発
を行ったことなどが挙げら
れます。一方、人権啓発ビ
デオの貸出は、前年度には
実績がなかった保育園、幼
稚園、小学校等に計４７本
のビデオを貸出し、大幅に
増加したところですが、全
体では前年度と比べて５本
の増加にとどまりました。
また、テレビ、ラジオによ
る人権啓発広報は、前年度
と同じ回数しか実施できな
かったため、人権啓発の推
進には不十分の状況です。

人権啓発の推進
（健康福祉政策課）

方向性

達成
状況

今後の取組方法

１　人権啓発
　　６００万県民の心のバリアフリーの実
現を目指すためには、家庭、学校、地域社
会、職場などあらゆる場や機会をとらえ
て、人権に関する知識や意識の深化を図る
ことが必要です。人権に関する知識や意識
の深化を図るため、ちばハートフル・
ヒューマンフェスタを実施し、１，２７５
人が参加したほか、新聞等による人権啓発
広報の実施により、県民に幅広く啓発を行
いました。
　　また、延べ１８団体１，６４４人の
方々に人権に関する研修会等を実施したほ
か、前年度には実績がなかった保育園、幼
稚園、小学校等に計４７本の人権啓発ビデ
オを貸出し、延べ４，２０５人の子どもが
視聴したところですが、全体では前年度と
比べて５本の増加にとどまるとともに、テ
レビ、ラジオによる人権啓発広報は、前年
度と同じ回数しか実施できませんでした。
その結果、人権に関する意識や関心も高
まっていますが、まだ十分とは言えない状
況です。
２　人権施策
　　県の人権施策について、評価・提言機
能を持つ「千葉県人権施策推進委員会」を
１６年６月に新たに設置し、その後、委員
会を３回開催しました。また、「人権擁護
基準策定」、「権利擁護機関設置検討」、
「人権宣言策定」の各小委員会を設置する
とともに、人権擁護基準策定小委員会を３
回開催し、他の２つの小委員会にも共通す
る課題について意見聴取等を行うとともに
議論しました。しかしながら、まだそれぞ
れの具体的な検討・結論までには至ってい
ない状況です。

１　人権啓発
　・家庭、学校、地域社会、職場などあら
ゆる場や機会をとらえて、新たなスタイル
の人権教育・啓発を体系的・総合的に進め
るため、県民に親しみやすく参加しやすい
形態の講演会等を充実させるほか、新聞や
テレビ等各種広報媒体を用いた啓発の充実
を図ります。また、企業等における研修会
等を引き続き、重点的に実施します。
２　人権施策
　・市町村による人権施策の積極的な取り
組みを推進するため、市町村職員に対する
研修・集中講座の開催、人権啓発活動地方
委託事業の積極的な活用など、県と市町村
との連携・協力体制を強化します。

１　人権啓発
　・県民一人ひとりが人間として尊重さ
れ、いきいきと暮らせる地域社会を創造す
るため、家庭、学校、地域社会、職場など
あらゆる場や機会をとらえて、新たなスタ
イルの人権教育・啓発を体系的・総合的に
進めていく必要があります。
２　人権施策
　・人権啓発活動を推進し、地域住民の人
権意識の向上を図るためには市町村による
人権施策の積極的な取り組みを推進してい
く必要があります。

「千葉県人権施策基本指針」
に基づき、県民、企業、関係
団体など社会の構成員全ての
参画と協働により、すべての
人の人権が尊重される社会の
実現を目指します。

Ｂ　改善

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

資料　４
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

当事者を含めた県民と協働に
よる健康福祉施策の立案（健
康福祉千葉方式の推進）

「健康福祉千葉方式」による作業部会
等による検討

Ｂ

①誰もが、②ありのままに・
その人らしく、③地域で暮ら
すことができる社会の実現

中核地域生活支援センターの設置 Ａ

Ｂ　改善１　政策の立案
・平成１６年３月に「千葉県地域福祉支援
計画」を策定しましたが、進行管理をして
いくとともに、中間年度には見直しを予定
しています。
・平成１６年度には「千葉県地域福祉支援
計画推進作業部会」を設置し、施策の取り
組み状況や理念の達成状況の進行管理など
を行っていますが、今後とも適切に進行管
理を行っていく必要があります。
・地域福祉支援計画で示した「誰もが、あ
りのままにその人らしく、地域で暮らすこ
とができる」社会を実現するためには、引
き続き県民との協働を進めるとともに、福
祉分野に限らず幅広い分野についての部局
横断的な連携、さらには身近な行政の場で
ある市町村との連携が必要です。
２　地域保健福祉の推進
・現行の「千葉県保健医療計画」の策定期
間は平成１３年度～１７年度です。このた
め次期計画の策定に向けて平成１６年度か
ら調査を開始しました。しかし、国では
「医療計画の見直し等に関する検討会」な
どで見直しを検討しています。今後は、平
成１６年度の調査結果を踏まえるとともに
国の動向も見ながら、１７年度中に次期計
画を策定する必要があります。

１　政策の立案
・「千葉県地域福祉支援計画」をより実効
性のあるものにするため、引き続き計画推
進作業部会で進行管を行っていきます。
・「地域福祉支援計画」の中間年度である
１８年度を目安に計画の見直しを図りま
す。
・引き続き「健康福祉千葉方式」を進める
とともに、施策の展開に当たっては市町
村・関連機関等との連携に努めます。
２　地域保健福祉の推進
・国の制度改革等の動向を見ながら「千葉
県保健医療計画」の策定作業を進めます。

Ｂ　改善当事者を含めた県民と協働
による健康福祉施策の立案
（健康福祉千葉方式の推
進）については、概ね順調
に進んでいます。
健康福祉政策部において
は、①子ども、障害者、高
齢者等の対象者を横断的に
捉えた施策展開を図る。②
施策の企画段階から、当事
者を含めた県民と行政が協
働し、一体となって施策展
開を図るという２つの特徴
をもった「健康福祉千葉方
式」を推進しており、平成
１６年度においても、千葉
県地域福祉支援計画の推進
や「ちば２００５アクショ
ンプラン」の策定にあたっ
て作業部会を設置し、委員
を公募し、県民と協働して
施策を検討しました。
①誰もが、②ありのまま
に・その人らしく、③地域
で暮らすことができる社会
の実現については、中核地
域生活支援センターの設置
という指標については、ほ
ぼ達成できました。
中核地域生活支援センター
は、この目的を達成するた
めに、民間サイドの福祉
サービスの拠点として、一
人ひとりの状況に合わせ
て、福祉サービスのコー
ディネート、福祉の総合相
談、権利養護を２４時間、
３６５日体制で行っていま
す。平成１５年１２月から
２カ所に設置していました
が、１６年１０月から１４
圏域　１３カ所（１７年４
月から１４圏域１４カ所）
で開設しました。

内部管理業務、健康
福祉政策の立案・調
整・推進
（健康福祉政策課）

１　政策の立案・調整
健康福祉政策部においては、①子ども、障
害者、高齢者等の対象者を横断的に捉えた
施策展開を図る。②施策の企画段階から、
当事者を含めた県民と行政が協働し、一体
となって施策展開を図る。という２つの特
徴をもった「健康福祉千葉方式」を推進し
ており、健康福祉政策課において平成１６
年３月に策定した「千葉県地域福祉支援計
画」については、その手法で作成したもの
です。策定後においても、「千葉県地域福
祉支援計画推進作業部会」委員を公募し、
地域福祉支援計画に基づく施策の取り組み
状況や理念の達成状況、計画の進行管理等
を行いました。また、「ちば２００５アク
ションプラン」の策定にあたっても、健康
福祉施策検討のため３つの作業部会を設置
し、委員を公募し、県民と協働して施策を
検討しました。

２　地域保健福祉の推進
　主に「健康福祉千葉方式」で提案された
政策について、具体的に事業化できかどう
かの検討及びモデル事業の実施を行いまし
た。
　平成１５年度のアクションプランで提案
され、子ども・障害者・高齢者など対象者
を横断的に捉え複合的な同断事業や各種福
祉サービスのコーディネートを２４時間３
６５日体制で行う「中核地域生活支援セン
ター」については、平成１５年度にモデル
事業として県内２カ所でスタートしました
が、平成１６年１０月には県内１４圏域
（千葉市、船橋市を除く県健康福祉セン
ター圏域全域）をカバーしました。（１７
年３月までは１３カ所で１４圏域を対象と
しましたが、４月からは１４カ所になりま
した。）
　また、高齢者のデイサービス施設等で障
害児や知的障害者の受入を可能とすること
により、誰もが住み慣れた地域でデイサー
ビスを利用できるようにする「健康福祉千
葉特区」について、平成１５年４月に「構
造改革特別区域法」による認定を受け２市
２事業者で始まりましたが、平成１７年３
月現在２７市町村３４事業者で展開してお
ります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

地域福祉フォーラムの設置の支援 Ｂ

Ａ　拡大 Ａ　拡大

ちば先駆的・モデル市町村との協働 Ａ

県民の地域生活を支援する事業の振興
（パーソナルアシスタンス支援全県下
展開事業）

Ａ

ホームレス自立支援のための実施計画
の策定

Ａ

ちば福祉サービス評価システムの構築 Ｂ

ちば・ウエルナビの情報提供内容の拡
充

Ａ

健康福祉千葉方式による市町村地域福
祉計画の策定

Ｂ

痴呆介護実務者研修の開催 Ａ

千葉県人材育成プログラムを開発のた
めの検討会議の設置

Ａ

健康福祉センター及び市福祉事務所に
対する法施行事務監査

Ａ

・「新たな地域福祉像」の実現に向けて、
作業部会・研究会ごとにまとめられる成果
を実行に移していく必要があります。
・「新たな地域福祉像」の実現に向けて、
住民にもっとも近い市町村の自発的・積極
的な施策展開を誘発する施策を強化する必
要があります。
・策定した「千葉県ホームレス自立支援計
画」に基づき、市町村や民間ボランティア
等と連携し、ホームレス自立支援のための
具体的な事業を展開する必要があります。
・生活保護法の適正実施に加え、被保護世
帯の自立支援方策を検討していく必要があ
ります。

①誰もが、②ありのままに・
その人らしく、③地域で暮ら
すことができる社会の実現

「千葉県地域福祉支援計画」で示された①
誰もが、②ありのままに・その人らしく、
③地域
で暮らすことができる「新たな地域福祉
像」の実現に向けて、
・地域福祉フォーラムの設置促進や先駆的
な取り組みを行う市町村への助成などを通
じ、県民が変革を実感できる住民・市町
村・県協働よる地域づくり施策を推進しま
す。
・既存の公的サービス制度では不足する
サービスや制度間の隙間部分に対応する
サービスを提供する事業者（星数事業所）
の創出を支援します。
・中核地域生活支援センターの機能強化を
図ります。
・第一線で活躍できる福祉人材及び次世代
を担う福祉リーダーの養成・確保を進めま
す。
・すべての福祉サービスに横断的・包括的
な第三者評価システムを構築します。

・「千葉県ホームレス自立支援計画」に基
づき、市町村や民間ボランティア等と連携
し、ホームレス自立支援のための事業を展
開するとともに、無料低額宿泊事業の運営
適正化のための指導を強化します。

・生活保護法の適正実施に加え、健康福祉
千葉方式による研究会の検討結果を踏ま
え、被保護
世帯の自立支援プログラムを策定します。

地域福祉の円滑な推
進
（健康福祉指導課）

高度化、多様化する県民の福
祉ニーズに的確に対応してい
くため、痴呆介護実務者研修
などを充実し、福祉に携わる
者の資質向上に努めます。

生活保護法の適正実施を推進
するため、健康福祉センター
及び市福祉事務所における法
施行事務監査を行い、適正な
実施に向けた指導を強化しま
す。

「新たな地域福祉像」の実
現に向け、県民と行政が協
働で設置した作業部会・研
究会による検討成果やネッ
トワークが、目標達成のた
めの施策群（県民の地域生
活を支援する事業の振興、
ホームレス自立支援計画の
策定、ちば福祉サービス評
価システムの構築、健康福
祉情報提供機能の拡充、人
材育成プログラムを開発の
ための検討）の施策展開を
加速化させ、目標達成に寄
与しました。

・「千葉県地域福祉支援計画」で示された
「新たな地域福祉像」の実現に向けて、県
とともに地域福祉を推進していく先駆的・
モデル的市町村を募集したところ、7市から
応募がありました。この7市をはじめ地域づ
くりに積極的に取り組む意向のある市町村
で、地域福祉フォーラムの設置や市町村地
域福祉計画策定等地域の実情に応じた自発
的な地域社会づくりが始まっています。
・「新たな地域福祉像」実現に向けて、地
域密着型の在宅支援型の新たなサービスを
創出する事業や「ちばウエルナビ」の拡充
をはじめ、県民が必要な健康福祉情報の提
供機能が強化されました。
・健康福祉千葉方式に基づいて、現場で
ホームレス支援をしている方々などによる
「ホームレスの自立支援に関する研究会」
を昨年5月に設置し検討を進め、市町村等の
意見、パブリックコメントを得ながら、本
年1月に「千葉県ホームレス自立支援計画」
を策定しました。
・認知症介護実務者研修を充実（年2回→4
回）し、福祉に携わる者の資質向上が図ら
れました。
・福祉人材の育成については、「明日の地
域福祉を創る」人材育成作業部会を平成16
年8月に設置、年度内に8回部会を開催して
おり、現在、課題解決に向けた検討途上に
あります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

地域リハビリテーション支援センター
数の増加

Ａ

Ａ　拡大 Ａ　拡大

基本健康診査受診者の増加 Ａ

女性のための健康相談 Ａ

保健医療従事者の研修 Ａ

女性のための健康教室 Ａ

基礎データの収集分析 Ａ

住民に最も身近な市町村が健
康増進計画を策定し、計画に
基づいた健康づくり施策が積
極的に展開されるよう促進し
ます。

策定時期未定市町村の減少 Ｂ

定期予防接種率 Ａ

感染症の集団発生件数 Ｂ

重症難病患者入院受入れ協力医療機関
数

Ｂ

難病患者等ホームヘルパー
養成数 Ａ

県民の総合的な健康
増進施策の推進
（健康増進課）

健康を増進し疾病の発生その
ものを予防する「一次予防」
に重点を置き、平均寿命の延
伸、健康寿命の延伸、生活の
質の向上を目指し、生活習慣
病の早期発見、がん対策、地
域リハビリテーション体制整
備の推進、禁煙・分煙対策の
推進、個別健康メニュー提案
事業等を行います。

SARSや高病原性鳥インフルエ
ンザなどの新たな感染症の出
現が、県民の健康生活にとっ
て大きな脅威となっていま
す。
これら新感染症を含む感染症
対策については、関係する機
関と連携し、発生の予防、ま
ん延の防止、医療提供体制の
整備等、事前対応型の施策を
推進します。

１　女性のための健康支援の推進につい
て、「女性のための健康相談」における相
談者数が横ばいであることから「女性の健
康相談窓口」の周知の必要があります。
２　健康増進施策の総合的な推進について
は、市町村健康増進計画を策定していない､
又は策定時期が未定の市町村の多くは規模
が小さく職員の数が少ない上に業務量が増
加している等により、単独での計画策定が
困難な状況にあることから、各健康福祉セ
ンターが市町村に対し､情報提供､計画策定
の指導を行うことにより、策定時期未定市
町村の減少を図る必要があります。
３　感染症の予防と　４　感染症患者に対
する適切な医療の提供とまん延の防止につ
いては、成田空港や千葉港を抱える本県の
実情から、感染症外来医療機関等の整備を
進めるとともに、感染症の発生時に的確に
対応できるよう、国の指針等に従い具体的
な行動計画を策定する必要があります。
５　難病患者等への医療費の助成について
は、適切な公費負担を実施する必要があり
ます。
６　難病患者等の在宅療養の支援について
は、難病患者及びその家族等の療養、日常
生活上での悩み、不安等の解消を図るとと
もに、患者等のもつ様々なニーズに対応し
たきめ細かな支援を実施し､地域における患
者等の生活の質の向上を推進するため、総
合的な相談・支援体制の整備を図る必要が
あります。
７　がん対策の推進については、乳がんマ
ンモグラフィ検診対象者の年齢の引下げに
より、マンモグラフィの需要が高まること
からさらに読影医師･撮影技師を養成する必
要があります。また、在宅緩和ケアネット
ワーク運営事業では、14地区のうち残り4地
区を実施する必要があります。
８　健康づくりの推進については、県民の
高齢化が進展する中で、健康に対する関心
が高まる一方、健康を損なう高齢者も多い
ことから、疾病の発生そのものを予防する
ことが重要となっています。
９　保健活動を支える人材の確保につい
て、地域保健対策の動向や地域社会のニー
ズに適切に応えることができるよう、研修
等を実施する必要があります。

１　女性のための健康支援の推進について
は、年度ごとの目標を立て、全保健所担当
者に周知し、目標とスケジュールに基づい
て事業を進めます。また、年度末には､事業
の評価を行ない､翌年度の事業の取り組みに
生かします。
２　健康増進施策の総合的な推進について
は、市町村健康増進計画について、引き続
き各健康福祉センターと連携をとりなが
ら、市町村に対し､情報提供､計画策定の指
導を行うことにより、策定時期未定市町村
の減少を図ります。
３　感染症の予防と　４　感染症患者に対
する適切な医療の提供とまん延の防止につ
いては、感染症外来医療機関等の整備や感
染症の発生時の行動計画の策定に重点的に
取り組みます。また、関係機関と連携して
発生の予防、まん延防止を図るため、引き
続き研修会等を開催します。
５　難病患者等への医療費の助成について
は、今後とも適切な公費負担の実施に努め
ます。
６　難病患者等の在宅療養の支援について
は、平成１７年度からは、各二次保健福祉
圏域に地域難病相談・支援センターを設置
し、保健・医療・福祉関係者、保健福祉セ
ンター及び市町村の担当職員が緊密な連携
のもとに、地域で生活する難病患者及びそ
の家族等の総合的な支援体制を構築するこ
ととしています。
また、当該事業においては、各二次保健福
祉圏域に設置する地域難病相談・支援セン
ターが、地域の医療機関に対し難病医療に
関する助言、指導等を実施するにより、病
院と病院、病院と診療所との連携を促進、
強化することも大きな目標の一つとしてお
り、これにより重症難病患者の入院施設の
確保を図ります。
７　がん対策の推進については、乳がん検
診従事者の研修や検診受診の啓発等によ
り、早期発見・早期治療が可能となる乳が
ん検診体制を推進します。。また、在宅緩
和ケアネットワーク運営事業では、適切な
緩和ケアを受けらたるために、地域の医療
機関，訪問看護ステーション等の機能分担
と連携が必要なことから，ネットワークの
構築を継続して推進します。
８　健康づくりの推進については、健康を
増進し疾病の発生そのものを予防する「一
次予防」に重点を置き、生活習慣病の早期
発見、禁煙・分煙対策の推進、地域リハビ
リテーション支援体制整備の推進、老人保
健事業の市町村支援、口腔保健対策事業等
に取り組みます。
９　保健活動を支える人材の確保について
は、保健師･栄養士等に対する研修･研究会
等の実施、市町村に対する保健専門職員の
配置要請等を継続します。

女性の健康支援を総合的･体
系的に推進するため、健康福
祉センターにおける健康相
談、保健医療関係者等を対象
とした研修会等を実施し、地
域における支援ネットワーク
の構築に努めます。また、女
性の健康に関するデータの収
集及び分析をするため、疫学
調査を実施します。

多くの難病患者は、その疾病
の有する特性から長期の療養
を余儀なくされている状況に
あります。
これらの方々の、安定した療
養生活の確保と患者・家族の
生活の質の向上を図るため、
療養上の適切な支援を行いま
す。

県民の総合的な健康増進施
策の推進については、概ね
順調に進んでいます。この
理由として、
１　寝たきりを防止するた
めの地域リハビリテーショ
ン整備については、支援セ
ンターを新規２か所を指定
することにより、６か所と
し，計画どおり実施しまし
た。また、基本健康診査の
受診者の増加により、県民
が自主的に取り組む健康づ
くりの意識の向上が図れま
した。
２　女性のための健康相談
は、相談者数が12％減少し
たものの相談者に満足を得
られ一定の成果を得ていま
す。健康教室は、前年度
比、回数1.8倍、参加数2倍
強と飛躍的に増加し予定を
はるかに上回る達成となり
ました。保健医療従事者の
研修は出席者延数は目標値
を17%上回る結果でした。
基礎データの収集分析は16
年度からの調査を含め14年
度から延べ８調査で計画ど
おり実施しました。
３　健康増進計画の策定時
期が未定の市町村について
も、計画を策定していない
市町村に対し、各健康福祉
センターが､情報提供､計画
策定などの指導を行ったこ
と等により、前年度より11
市町村減少しました。
４　感染症対策について
は、事前対応型の施策の推
進に向けて、保健所及び医
療機関等の担当者を対象に
研修会を開催することなど
により、概ね適切に実施し
ました。医療供給体制の整
備については、第１種・第
２種感染症病床数が一部不
足している状況です。
５　重症難病患者入院受入
れ協力医療機関について
は、10医療機関で推移して
いますが､これらの医療機
関においては、協力医療機
関と病院、また協力医療機
関と診療所の連携を推進し
ているところであり、これ
らの病院等に対し、重症難
病患者の入院受入病院等と
しての協力を要請していく
こととしています。
　　また、難病患者等ホー
ムヘルパーについては、目
標の養成数を確実に達成で
きる状況にあること　など
が挙げられます。

１　女性のための健康支援の推進について
は、支援体制の充実強化を目標に全健康福
祉センター単位で取組んだところ、健康教
室は、多くの関係者の協力が得られ､目標の
3倍近い参加者があり、県民に対するアピー
ルができました。
２　健康増進施策の総合的な推進について
は、市町村に対する、健康増進計画策定の
促進の結果、策定時期未定市町村は19に減
少しました。
３　感染症の予防と　４　感染症患者に対
する適切な医療の提供とまん延の防止につ
いては、特定感染症病床２床が整備され、
新感染症の患者を入院させる体制が整備さ
れました。
５　難病患者等への医療費の助成について
は、医療費の公費負担により、患者の受療
を促進するとともに、難病の原因究明と治
療方法の開発に必要なデータの収集に当た
り、多くの患者からの協力を得ることがで
きました。
６　難病患者等の在宅療養の支援について
は、重症難病患者入院受入れ協力医療機関
を確保するための施策を検討するに当たり､
難病患者団体の要望､意見等を聴くなかで、
当該事業に患者団体が参画する等、良好な
協力関係が得られました。
難病患者等ホームヘルパーの養成研修参加
希望者は、増加の傾向にあり、難病患者の
ホームヘルプに対する関心が高まってきて
います。
７　がん対策の推進については、「千葉県
乳がん検診ガイドライン」の策定により、
市町村の乳がん検診の効果的な実施方法の
理解と検診従事者の研修会を実施し、検診
精度の向上を図りました。また、平成16年
度には全市町村でマンモグラフィ検診が導
入されました。
　　在宅緩和ケアネットワーク運営事業で
は、健康福祉センターの調整会議において
在宅緩和ケアサービス機関（医療機関、訪
問看護ステーション等）の連絡調整を図り
ました。
８　健康づくりの推進については、健康づ
くり･栄養・口腔保健に関する情報の提供、
市町村が行う基本健康診査や歯周疾患検診
など老人保健事業の補助・評価、受動喫煙
防止対策及び寝たきりを防止するための地
域リハビリテーション整備推進事業などを
実施することにより、個人が主体的に取り
組む健康づくりを支援しました。
９　保健活動を支える人材の確保では、健
康福祉センター・市町村に勤務する保健師･
栄養士を対象とする研修のほか、地域の看
護職員等行政機関以外の保健医療従事者に
ついても研修を実施、資質の向上と地域の
関係者の連携推進を図りました。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

保育所入所待機児童数 Ｂ

地域子育て支援センター数 Ｂ

ひとり親家庭等日常生活支援事業実施
市町村数

Ｃ

児童虐待の発生予防・早期発
見・早期対応 児童虐待防止市町村ﾈｯﾄﾜｰｸ Ｂ

社会的児童養護体制の整備

里親の充実（里親の数） Ｂ

先天性代謝異常等の早期発見の為の健
診率の向上

Ｂ

１歳6ヶ月児健診の未受診者のフォ
ロー（受診率）

Ｃ

3歳児健診の未受診者のフォロー（受
診率）

Ｃ

児童福祉の推進
（児童家庭課）

地域全体で子育てを支援する
社会の実現

子どもの心身の健やかな成長
や発達を支援します｡

Ａ　拡大 Ａ　拡大１　新規事業「里親サロン」及び「里親ト
ライアル事業」の実施等を通じ,里親制度の
周知及び里親への支援に努める。
２　母子･父子家庭、寡婦及び婦人対策
・「母子家庭等日常生活支援事業」実施市
町村の促進
　　当該事業実施市町村を拡大するため、
未実施市町村に対し、あらゆる機会を通じ
て実施を呼びかけていきます。
・母子自立支援員の全市設置の促進
母子自立支援員を設置していない市に対
し、あらゆる機会を通じて設置を呼びかけ
ていきます。
・「母子家庭等就業・自立支援センター事
業」の推進
　　就業者を拡大するために、企業へ呼び
かけるとともに、県関係や市町村、社会福
祉施設に対しても雇用情報の提供を依頼し
ていきます。
　　また、就業が有利となる資格取得のた
めの就業支援講習会の充実を図っていきま
す。
・「母子家庭自立支援給付金事業」の促進
　　未実施市に対し、あらゆる機会を通じ
て実施を呼びかけていく必要があります。
３　母子保健対策
市町村における１歳６か月児健診及び３歳
児健診を個別医療機関における健診方式や
集団検診方式の併用など健診体制を地域の
特性に合わせて行う。また、未受診者の
フォロー（状況把握）を保健医療福祉関係
者が連携していく体制を整備する。
４　虐待防止対策
　　児童虐待防止市町村ネットワーク整備
計画の進んでいない市町村を対象に、
フォーラムを開催する「地域の福祉力発掘
隊」等の事業により、児童虐待防止市町村
ネットワークの設置促進を図ります。

１　児童福祉の推進に向け
て概ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。①保育所待機児童数が
増加傾向から１９９人減少
に転じたことや、②地域子
育て支援センターが１６か
所増加するなど一定の成果
を上げることができまし
た。なお、支援センターの
設置促進を図るためには、
市町村の財政状況などが大
きく影響します。
「母子家庭等日常生活支援
事業の全市実施」の達成に
向けて困難な課題がありま
す。その理由としては、子
育て等の支援を行う家庭生
活支援員に資格要件等が必
要となったため、支援員の
選定が困難なこと等が挙げ
られます。県としては、市
町村会議等あらゆる機会を
通じて、実施市町村の拡大
に努めます。
２　前年度比で、平成１５
年度は２カ所の増でした
が、平成１６年度は６カ所
増加しております。
　　研修会や連絡会議で設
置を働きかけてきたこと
と、児童福祉法改正によ
り、平成１７年度から市町
村も児童相談を受けること
となったことも増加の理由
と考えられます。
３　里親の数は、目標をほ
ぼ達成（９５％）した。今
後とも、広報活動等を実施
し、充実を図ります。
４　先天性代謝異常等の早
期発見のための健診率につ
いては、医療機関や母子健
康手帳等の交付時などで健
診の普及啓発が徹底されて
きているため順調に推移し
ています。
　　１歳6か月児健診及び
３歳児健診については、前
年度の受診率を維持してい
るが、その、未受診者の
フォローについては１歳６
か月児健診で約４０％、３
歳児健診で約４２％未実施
の状況である。核家族化や
働く親の就労形態等の問題
から、その後の訪問や電話
等による状況把握が困難な
状況が挙げられます。

１　里親型ファミリーグループホーム
（２ヶ所）の運営
被虐待児等の困難な事例を扱う専門里親の
増加（６→９に増加）
２　母子･父子家庭、寡婦及び婦人対策
・「母子家庭等日常生活支援事業」実施市
町村の促進
　　当該事業実施を全市町村に呼びかけて
いきましたが、16年度は3市にとどまり、十
分に進んでいない状況です。
・母子自立支援員の全市設置の促進
母子家庭等の自立に向けた総合的な相談に
応じる母子自立支援員の全市設置に取り組
んだ結果、16年度は、19市（千葉市、船橋
市を除く）で29名が設置されました。
・「母子家庭等就業・自立支援センター事
業」の推進
16年度は、就業支援講習会（パソコン、
ホームヘルパー2級）受講者が58名、うち29
名が就業し、また、就業相談事業について
は、16年度の就業相談人数は、延べ341名で
119名が就業しました。
・「母子家庭自立支援給付金事業」の促進
当該事業実施を全市に呼びかけていきまし
たが、16年度は数市にとどまり、十分に進
んでいない状況です。
３　母子保健対策
・先天性代謝異常等検査事業
　　　平成１６年出生児４４，６１１人中
４２，６４９人検査を実施し、２２人の先
天性代謝等異常児
　　が発見でき早期治療が開始できた。
・１歳６か月児健康診査
　　　平成１６年度３６，８３８人（９
１．０％）が健診を受け、健康管理上注意
すべき者が10,013人発見された。
・３歳児健康診査
　　　平成１６年度３５，６１７人（８
５．８％）が健診を受け、健康管理上注意
すべき者が12,925人発見された。
４　虐待防止対策
　　「市町村子ども虐待防止ネットワーク
対応マニュアル」を作成し、児童虐待対応
における市町村に求められる役割と体制、
市町村における虐待防止ネットワークの活
用等について取組の促進を図りました。
５　子育て支援のための環境整備
・待機児童の解消を図るため、保育所の整
備促進を図りました。その結果、８３２人
の定員増を図りました。
・子育て支援センターの設置促進を図るた
め、平成１６年度に国庫補助対象とならな
いミニ子育て支援センター的な機能を担う
「なのはな子育て応援事業」を創設しまし
た。この結果、国庫補助事業と併せて１９
２か所の保育所で事業が実施されていま
す。

１　引き続き、里親数の拡充の推進
２　母子･父子家庭、寡婦及び婦人対策
・「母子家庭等日常生活支援事業」実施市
町村の促進
　　　当該事業実施市町村の拡大が進まな
い理由を分析し、未実施市町村に対し、あ
らゆる機会を通じて実施を呼びかけていく
必要があります。
・母子自立支援員の全市設置の促進
母子自立支援員を設置していない市に対
し、引続き設置を呼びかけていく必要があ
ります。
・「母子家庭等就業・自立支援センター事
業」の推進
　　　事業の充実を図り、就業者を拡大す
るためには、雇用する企業の開拓や就業支
援講習会の開催地や内容等について検討す
る必要があります。
・「母子家庭自立支援給付金事業」の促進
　　　未実施市に対し、あらゆる機会を通
じて実施を呼びかけていく必要がありま
す。
３　母子保健対策
１歳６か月児健診及び３歳児健診における
受診率の向上を図るとともに、未受診者の
フォローを行い状況を把握する。
４　虐待防止対策
　　　児童虐待防止市町村ネットワークの
設置率は、現在３０％程度ですので、早期
に全市町村への設置を促進する必要があり
ます。
５　子育て支援のための環境整備
待機児童の解消、子育て支援センター設置
数の更なる拡大を図る必要があります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

特別養護老人ホームの整備
（特別養護老人ホームの入所定員数）

グループホームの整備
（グループホームの入所定員数）

高齢者福祉の推進
（高齢者福祉課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持１　高齢者の生きがい対策及び住宅福祉の
充実
　　高齢期の生活を活力あるものとしてい
くためには、高齢者自身が健康であるとと
もに、これまで培ってきた豊かな経験と知
識・技能を活用し、地域社会の中で、積極
的に社会活動に参加していくことが重要で
す。
　　そのため、高齢者の学習機会の充実を
図るため、魅力ある生涯大学校づくりや、
地域活動への参加を促進するための老人ク
ラブへの活動支援、また､明るく豊かで活力
ある長寿社会の実現に向けての事業を行
う、（財）千葉県福祉ふれあい財団への助
成を行いました。
　　こららの実施により、必要な環境整備
づくりに努めましたが、まだ十分とは言え
ない状況です。
　　また、介護保険での「非該当者」等を
対象とした介護予防･地域支え合い事業やひ
とり暮らし高齢者等への日常生活用具の給
付等を行い、市町村が地域の実情に応じて
それぞれの事業を実施しました。
　　在宅介護支援センターについては運営
費を助成することにより、その機能が発揮
されました。
２　老人福祉施設の整備促進及び運営指導
　　・特養18施設（継続14施設、新規4施
設）
　　・ショート13施設（継続10施設、新規3
施設）
・グループホーム6施設（新規6施設）
・ケアハウス3施設（継続2施設、新規1施
設）

１　高齢者の生きがい対策及び在宅福祉の
充実
　　生涯大学校は、入学倍率が高い学園や
定員割れを生じている学園があることや、
学習のニーズが多様化､高度化していること
から、検討が必要です。
　　老人クラブの加入者は､毎年減少傾向に
あることから、加入者を増やすことが必要
です。
介護予防･地域支え合い事業は、介護保険制
度の見直しにより、「予防重視型システ
ム」へ転換を図ることとしております。
　　また、在宅介護支援センターは、介護
保険制度の見直しにより、地域包括支援セ
ンターが創設されることから、市町村にお
いては必要数の地域包括支援センターを設
置することが必要です。
２　老人福祉施設の整備促進及び運営指導
　　平成１７年度から小規模特養、デイ、
グループホーム等に関する整備主体が市町
村となるが、限られた財源で効率よく高齢
者福祉施設の整備を促進する必要があるこ
とから、該当する市町村との連携を十分に
図り、市町村、県それぞれの計画の整合性
が重要となってくる。

１　高齢者の生きがい対策及び在宅福祉の
充実
生涯大学校における、現行の課程や定員の
見直し、学習内容の充実が図られるよう検
討していきます。
　　老人クラブについては、スムーズ入会
できるよう､そして、積極的に地域活動に参
加できるような組織づくりを引き続き支援
していきます。
　　介護予防･地域支え合い事業について
は、市町村が介護保険事業計画に地域支援
事業を盛り込めるよ
う支援を行います。
　また、平成１８年度に供用を開始する
「福祉ふれあいプラザ(仮称)」のトレーニ
ングルームを活用
し、情報提供や人材養成を行い、県内市町
村が行う介護予防事業の均一化・向上を図
ります。
　地域包括支援センターの整備にあたって
は、これまでの在宅介護支援センターの機
能強化を早急に行い、地域包括支援セン
ターに対応していける体制づくりを進めま
す。
２　老人福祉施設の整備促進及び運営指導
今後も、千葉県老人保健福祉計画に基づ
き、整備を促進していく。

　特別養護老人ホームは目
標には若干届かなかったも
のの、グループホームは目
標を大きく超えることが
できました。

　高齢化が進展する中で、特
別養護老人ホーム等の介護保
険施設を利用する要介護状態
の高齢者が増加しています。
このサービスの需要に応える
とともに、地域の中で高齢者
が安心して暮らせるようにす
るため、要介護状態になった
り、状態が悪化することがな
いようにする介護予防施策や
自立した生活を確保するため
に必要な支援等を行います。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

第三次千葉県障害者計画の策定 Ａ

障害者就労支援事業 Ｃ

身体障害者更生援護施設数 Ｃ

知的障害者援護施設数 Ｃ

精神障害者社会復帰施設数 Ｃ

補助犬の育成給付 Ａ

聴覚障害者・視覚障害者等
が会議に参加しやすい環境づくり推進
事業

Ｂ

精神障害者退院促進支援事業（訓練実
施者）

Ｂ

ＩＴ基礎技能講習 Ａ

短期入所及びデイサービスの事業所数 Ａ

ホームヘルパー及びガイドヘルパー養
成数

Ａ

グループホーム及び生活ホーム等入居
者数（定員）

Ｂ

障害者福祉の充実
（障害福祉課）

Ａ　拡大　誰もが、ありのままに・
その人らしく地域で暮すこ
とができる「新たな地域福
祉像」を目指した障害者福
祉の充実に向けて、各事業
とも順調に進んでいます。
施策を構成する一部の事業
について、予定どうりの進
捗を図れなかったものもあ
りましたが、これは初年度
に当たり手法開発に手間
取ったり、事業の移行に伴
う経過措置的な状況が原因
であり、次年度以降円滑な
事業実施ができるものと考
えます。

Ａ　拡大　平成１６年７月、①誰もが、②ありのま
まに・その人らしく③地域で暮すことがで
きる「新たな地域福祉像」を実現するた
め、千葉・健康福祉の５原則を理念に「健
康福祉千葉方式」による施策の推進を図る
ための障害者施策の中長期的な方向と具体
的な施策をまとめた「第三次千葉県障害者
計画」を作成し、これに基づく新たな就労
支援のための事業やグループホーム支援の
ための事業化を図られました。また、障害
差別をなすくための条例づくり等の検討・
研究も進めてきたところであり、この検討
成果を踏まえ、１７年度中において条例づ
くりを進めていきます。
　とりわけ、施設整備運営補助、その他各
種支援等により障害者が地域の中でその人
らしく生活していくための基盤整備となる
グループホーム等の設置が順調に進みまし
た。
　また、県立施設については、官民の役割
分担を見直し、施設の特化、規模縮小、委
譲、廃止等の改革の円滑な推進が図られ、
今後の地域支援施策に向けた予算構造への
転換が進んだ。

・本年度、研究・検討を進めてきた障害者
差別をなくすための条例の制定とその推進
　・障害者の生活・暮らしの場の確保、日
中活動・就労の場の確保促進のための新規
施策の充実
　・精神障害者の早期退院促進と社会復帰
支援の充実

　第三次障害者計画に基づき総合的な障害
者支援施策の展開を図る。
　とりわけ、障害者の生活・暮らしの場の
確保、日中活動・就労の場の確保促進のた
めの新規事業を中心としたさらなる支援の
充実を進める。このための施設整備につい
ては、障害者が安心して地域で生活できる
よう、居住の場としてグループホーム、日
中活動の場として通所施設等の整備を中心
に整備を進めていく。
　また、障害者差別条例の早期制定とその
推進を図るための方策等の確立に努める。
　また、県立施設については、これまで確
立してきた改革の方向性に基づき円滑な実
施に当たる。

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

地域・家庭に重点を置いた生
活（自立）支援を推進するた
め、関係行政機関の連絡調整
を強化するとともに、新たな
障害者計画を策定し、関連す
る施策を総合的に推進しま
す。

心身に障害を持つ人が社会
を構成する一員としてその人
らしく生活できるための各種
支援を推進します。

住む場所の確保、日中活動
の場所の確保、身体や家事
の援助が確実に受けられる
ことにより、障害者が地域の
中でその人らしく生活してい
くことができるようになりま
す。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

保険者に対する個別実地指導回数 Ａ

第三者評価モデル事業実施事業所数 Ａ

救命救急センターの設置数 Ａ

小児の第二次救急医療体制の整備地区
数

Ｂ

総合周産期母子医療センターの整備 Ａ

介護老人保健施設定員数 Ａ

保険事業の円滑な推
進
（保険指導課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大保険事業の円滑な推進に向
けて概ね順調に進んでいま
す。しかし、国民健康保険
においては、各保険者にお
ける国保保険財政は高齢者
の増加等により医療費が増
加していること及び被用者
保険から国保被保険者への
加入者の増加により非常に
厳しい状況となっておりま
す。　景気の低迷等によ
り、リストラや所得の無い
被保険者が増加しているこ
となどから、保険料（税）
の滞納者が増加し国保財政
を圧迫している要因となっ
ています。

１　国民健康保険の安定運営
　　保険者の安定的運営と健全性及び医療
機関等を指導し、医療費の適正化の推進を
図りました。
２　保険医療機関等の指導（集団・補習・
個別指導）
当初予定の目標をほぼ達成しました。
３　介護保険事業
　・　介護保険制度見直しに係る必要な情
報提供や介護保険事業運営に係る保険者へ
の必要な助言、支援を行いました。
　　　介護支援専門員実務研修受講試験の
実施や現任研修による量の確保、質の向上
を図りました。
　　　また、介護認定審査会委員･主治医・
調査委員研修による質の向上を図りまし
た。
・　第三者評価モデル事業の実施
　　　利用者が介護保険のサービス事業者
を選択するに当たっての判断に資する介護
サービスの情報開示の標準化のモデル事業
を7サービスについて実施するとともに、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、国に報告した
ところである。
　　　検証会議における結果を見ると、調
査項目等については、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
分とはいえません。

１　国民健康保険事業の健全な運営の確保
　　医療制度改革が議論されていることか
ら改革の推移を見守りながら、国保財政の
健全化に向けた取り組みの推進を図る必要
があります。
　　さらに、平成17年度早期に保険者協議
会を設立し、医療保険者が連携した保健事
業を推進させる必要があります。
２　医療保険と介護保険の給付の調整
診療報酬請求における介護保険との関わり
について周知する必要がある。
３　介護保険事業
　・　第3次介護保険事業支援計画策定を行
います。
（市町村介護保険事業計画を踏まえた計
画、県老人保健福祉計画と一体となった計
画、県地域支援福祉計画との整合を図りま
す。）
・ 第三者評価モデル事業の実施
今後は、平成18年度以降、情報開示の標準
化のモデル事業実施結果等を踏まえ、順
次、スタートしていく方向で検討してます
が、これに伴う調査員の選定や確保を図る
必要があります。

１　国民健康保険事業
　　平成17年度の早期に保険者協議会を設
立し、医療保険者の連携による効果的な保
健事業の実施を目指します。
２　医療保険と介護保険の給付の調整
　　介護保険請求で請求すべきものを医療
保険で請求したり、医療保険で算定できな
いものを請求している医療機関が見受けら
れるので、共同で指導を実施している千葉
社会保険事務局とさらに周知の方法につい
て検討します。
３　介護保険事業
・ 介護保険事業支援計画策定に係る市町村
との十分な連携を確保し（意見交換、ヒア
リング等の実施）、老人保健福祉計画と一
体となった第3次介護保険事業支援計画の策
定（懇談会、タウンミーティング、作業部
会等）を行います。
・ 第三者モデル事業の実施
介護保険サービスの情報開示の標準化のモ
デル事業について、17年度以降、他のサー
ビスについても順次モデル事業の実施を考
えています。
また、モデル事業の実施結果等を踏まえ、
18年度以降、適切な開示情報項目や調査方
法について、策定できたものからスタート
していく方向で検討してます。

Ａ　拡大医療供給体制の整備を概ね
適切に推進しました。県の
取組みについては､①小児
の第二次救急医療体制の整
備地区が１２地区になった
こと、②救命救急センター
及び総合周産期母子医療セ
ンターの整備の見通しがつ
いたことなど､一定の成果
をあげることができまし
た。

１　医療施設の総合的推進
　　病院許可事務、医療法人認可事務や病
院等の医療監視を行い、医療機関で適正に
管理運営がなされ
　るようにしたほか､医療に関する患者の苦
情や相談等に対応する医療安全相談セン
ター事業を行いま
　した。
２　医療体制の整備
　　必要とされる医療を確保する観点か
ら、地域医療の体系化を図り、地域におけ
る真に効率的な医療
　供給体制の整備を行いました。
３　医療従事者の養成･確保
 　 保健･医療･福祉に対するニーズが増大･
多様化していることから､良質なサービスを
提供するために
  必要な人員の確保等に努め､未就業看護職
に対して，就業斡旋や紹介、再就業に向け
ての研修事業を行
  いました。
４　介護老人保健施設の整備及び運営指導
　　老人保健福祉計画に基づき施設整備を
行い､施設入所定員数11,018人を確保し、開
設された施設
  の運営指導を行いました。

２　医療体制の整備
　・小児救急医療体制の整備
　　小児の二次救急医療体制について、整
備が十分でない地域があることから､引き続
き整備を促進する必要があります。また､初
期救急医療体制も小児科医による診察を望
む声が多いため、市町村に整備を働きかけ
る必要があります。
　・周産期医療体制
　　総合周産期母子医療センター､地域周産
期母子医療センターともに施設数が不足し
ており､整備を促進する必要があります。
  ・救急医療体制の整備
　　人口規模に比べて救命救急センターの
施設数が不足している二次医療圏があり､救
命救急センターの追加設置等を検討する必
要があります。
　・かかりつけ医を支援する事業
　　事業実施のためモデル地区を選定する
必要があります。また、医師・歯科医師・
薬剤師相互の連携した取組みが必要です。
　・千葉県内の医師確保等に向けた総合臨
床研修事業
　　臨床研修制度の充実を図っているが､県
内により多くの医師を定着・確保するため
に､臨床研修後の体制づくりが必要です。
３　医療従事者の養成･確保
　　急速な少子高齢化の進行､高度専門医療
の進展､介護保険制度の実施等により、良質
なサービスを提供するために必要な人員の
確保等､保健･医療･福祉に対するニーズがま
すます増大･多様化しています。

２　医療体制の整備
　・小児救急医療体制の整備
　　小児の二次救急医療体制について、整
備が十分でない地域について体制整備を進
めます。また､地域の特性に合った形での初
期救急医療体制の整備を促進するよう市町
村に働きかけます。さらに、保護者の不安
解消や､医療機関への患者集中を緩和するた
め､小児救急電話相談事業の実施を図りま
す。
　・周産期医療体制
　　県内２箇所の総合周産期母子医療セン
ター及び概ね二次医療圏に１箇所の地域周
産期母子医療センターの整備を目標に､引き
続き､体制整備を進めます。
　・救急医療体制の整備
　　救命救急センターの追加設置について､
厚生労働省と協議を行い､整備を図ります。
　　休日･夜間の救急患者に対応するため､
引き続き､救急医療体制の整備に努めます。
　　災害時に多数発生する傷病者に対応す
るため､引き続き､災害時医療体制の充実に
努めます。
　・かかりつけ医を支援する事業
　　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
業を展開します。
　・千葉県内の医師確保等に向けた総合臨
床研修事業
　　臨床研修後において、県内により多く
の医師を定着・確保するための方策を検討
します。
３　医療従事者の養成･確保
　　看護職員の定着促進対策､未就業看護師
等の再就業促進対策､看護職員の資質向上対
策を一層推進するとともに､看護師等養成力
の拡充強化を図ります。

医療供給体制の整備
（医療整備課）

Ａ　拡大

高齢者の保健､医療施策推進
と充実を図るため､介護老人
保健施設の計画的な整備を図
ります。

必要とされる医療を確保する
観点から、地域医療の体系化
を図り、地域における真に効
率的な医療供給体制を確立し
ます。

国民健康保険事業等では、保
険者の安定的運営と健全性及
び医療機関等を指導し医療費
の適正化を図ります。
介護保険事業では、要介護者
が、いつでも必要な介護サー
ビスが受けられるよう、情報
の提供、介護サービス量の確
保及びサービスの質の向上を
図り、「施設から地域・家庭
へ」を推進します。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

医薬品等適正使用の推進
（県内の医薬分業率）

Ａ

医薬品製造等の監視指導実施件数の割
合

Ａ

薬局等医薬品販売業の監視指導実施件
数の割合

Ａ

献血の推進
（献血目標達成率）

Ｂ

血液製剤使用適正化の推進（血液製剤
供給量上位５５機関における輸血療法
等委員会設置率）

Ａ

骨髄バンクの推進
（県内のドナー登録者数および目標達
成率）

Ａ

麻薬立入検査の充実 Ａ

薬物乱用防止に係る広報啓発活動の推
進

Ａ

薬物乱用を許さない社会環境づくりの
推進

Ａ

飲用井戸等の衛生管理対策の指導（保
健所のホームページによる啓発の実
施）

Ｃ

水道の水質管理の徹底
（水道施設の立ち入り状況）

Ａ

毒物劇物製造業等の監視指導実施件数
の割合

Ａ

ア　献血の推進
医療に必要なすべての血液製
剤を献血により確保するた
め、各種献血推進運動等を通
じ、献血思想の普及に努め、
献血意識の向上及び献血者層
の拡大を図ります。
また、血液製剤を安定的に確
保するため、千葉県赤十字血
液センターが実施する献血思
想の普及啓発、献血協力団体
の開拓を目的とした献血推進
員の設置や献血受け入れ体制
の充実を図るための献血ルー
ム設置等に対し、補助を行い
ます。
ア　麻薬、向精神薬、覚せい
剤等の取扱者に対し、効率的
かつ効果的な立入検査を実施
し、麻薬や覚せい剤等の不正
ルートへの流出、不正使用及
び盗難の防止等を図ります。
イ　県が委嘱している薬物乱
用防止指導員による組織的な
活動を活性化するとともに各
種広報媒体を活用し、広報啓
発の推進を図ります。
ウ　地域の関係機関・団体で
構成する薬物乱用防止コミュ
ニティ会議を開催するととも

Ｂ　改善

飲料水の安全対策
飲料水の水質を確保すること
は、安全な県民生活を担保す
る上で欠かせないものである
ことから、水道施設への立入
検査を実施し、施設の適切な
維持・管理を指導するととも
に、飲用井戸の水質検査の励
行及び衛生管理意識の向上等
の広報啓発を実施します。

薬事衛生の向上
（薬務課）

ア　医薬品等の適正使用の推
進
医薬品等の適正使用の推進を
図るため、医薬品等に関する
情報の提供、医薬品の相談等
適切な対応に努めるととも
に、患者本位の良質な医薬分
業を推進することにより、県
民の健康被害の発生を未然に
防止します。

イ　医薬品の監視指導事業等
の充実
医薬品等の品質、有効性及び
安全性を確保するため、製造
業等の許可、製造承認の審査
等を適切に行うとともに、医
薬品等の製造所等への監視指
導及び薬局等医薬品販売業の
監視指導を行います。

毒物劇物等の安全確保
県民の健康に被害を及ぼす可
能性のある毒物劇物に起因す
る事故等の情報を迅速に収集
し、的確な対応を図るととも
に、毒物劇物製造業者等に対
する監視指導を実施し、事故
の発生防止を図ります。

Ｂ　改善　医薬品の安全確保対策を
通じ、保健衛生の向上に向
けておおむね順調に進んで
おります。
　薬事関係対策事業につい
ては､適切に実施しまし
た。製造業､薬局等販売業
への監視指導により不良医
薬品等の流通防止を図りま
した。また、医薬分業は順
調に進展し、医薬品の適正
使用の推進が図られていま
す。
　献血事業は、各種広報手
段を活用し広報に努め、医
療機関への血液製剤の供給
は、県内の献血により確保
した血液により、概ね賄う
ことができました。。
　薬物乱用対策につきまし
ては、麻薬等の取扱施設の
立入検査は順調に進み､麻
薬等の不正流通の未然防止
が図られました。また、薬
物乱用を許さない社会づく
りのため、広報啓発活動を
ほぼ計画どおり実施ししま
した。
　飲料水の安全対策につい
ては､水道施設の立入検査
は順調に進んでいますが､
飲用井戸の衛生対策を推進
するための各健康福祉セン
ターホームページによる啓
発については､その実施が
目標を達成することができ
ませんでした。
　毒物劇物等の安全対策に
ついては､製造業者､販売業
者などへの監視指導は順調
に進みました。また、毒物
劇物を多量に扱う製造業者
への講習会を開催し､毒物
劇物による事故防止にあた
りました。

１　薬事関係対策事業の推進
　　医薬分業の推進に取組み、分業率が６
２．９％となった。また、併せて医薬品の
適正使用について、講習会等を実施した。
　　不良医薬品等の流通防止のため、医薬
品製造等の監視指導を行い、不良医薬品等
による事故防止を図った。
２　献血等の推進
　　献血の推進を図るため､高校性を対象に
献血啓発作品を募集し、優秀者を表彰し
た。
　　また、各種月間等の期間に広報活動を
実施した。
３　薬物乱用防止対策の推進
　　薬物乱用を許さない社会環境づくりの
推進のため、薬物乱用対策推進モデル事業
を習志野、香取、安房地区において実施し
た。そのほか、薬物乱用防止指導員地区協
議会等が中心となり、街頭活動、公衆会等
を実施した。
４　水質管理対策の推進
　　水道施設への立入検査を通じ、水道水
の安全確保に努めました。飲用井戸は、設
置者が自ら管理するkとが必要なことから、
衛生対策の実施の啓発を行いましたが、す
べての健康福祉センターホームページの掲
載ができませんでした。
５　毒物劇物等の安全確保の推進
　　毒物劇物製造業等の監視指導及び運送
業者､製造業者等への講習会の開催を通じ、
毒物劇物による事故防止に努めたが、劇物
の流出等の事故が発生があった。

・飲用井戸等の衛生管理対策について、保
健所のホームページによる啓発の実施

・未実施の保健所について、ホームページ
による県民への広報を早期に実施する。

29



検証指標・手段
施策名
（課　名）

方向性

達成
状況

今後の取組方法
目標の

達成状況総括
主な成果 残された課題施策の目的

二次評価
結果

次年度以降
の対応

県民の健康を確保するために
食生活や住居環境などの生活
衛生分野の安全確保を図りま
す。

人口10万人当たりの食中毒罹患率（５
年平均）

Ａ

動物の愛護及び適正な飼養を
推進し人と動物が共生する調
和の取れた社会づくりを進め
ます。

犬・ねこの致死処分数 Ｂ

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持１　食品の安全確保対策
・監視指導の推進
　　監視指導計画を作成し、前年度に食中
毒の発生頻度、食品衛生法に基づく違反状
況など、重要度の高い業種の順に５ランク
に分類し、食品営業施設の監視指導を実施
しました。
　　Aランク業種（前年度に食中毒が発生し
た施設、大規模製造施設など）施設数753
件、監視指導5,269件
　　Bランク業種（集団給食施設、旅館な
ど）施設数3,209件、監視指導4,332件
　　Cランク業種（大規模製造施設以外の施
設、ふぐ営業認証施設など）施設数24,837
件、監視指導21,043件
　　Dランク業種（食中毒や違反食品の発生
頻度の低い施設など）施設数37,873件、監
視指導22,271件
　　その他（自動販売機を利用して行う営
業、自動車を利用して行う営業など）施設
数10,855件、監視指導1,711件
・衛生教育の実施
　　食品営業者等に対し講習会を実施し、
衛生知識の向上、普及啓発に努めました。
（講習会418回、　　　受講者37,067名）
・食の安全性についてのリスクコミュニ
ケーションの推進
消費者、生産者、食品関連事業者などとの
意見交換の場として、｢食の安全・安心フォ
-ラム｣を開催し、食の安全性についての相
互理解を図りました。（平成16年10月27日
開催　参加者301名）
２　安全で快適な生活環境対策
・監視指導の推進
　　環境衛生関係施設に対する監視指導を
計画的に実施し、施設の衛生水準の維持向
上を図りました。
　　　監視指導数及び監視率　　営業関係
施設　10,530件(61%)　その他の施設
1,121件(63%)
・助言指導
　　県民からのシックハウス等の住居衛生
に係る相談を受け、助言指導を行いまし
た。
　　　相談件数　108件　室内環境の簡易測
定  9件
　　なお、生活環境の健康相談センターの
設置については、再検討した結果、当面
は、現在設置されてい
る部内の関係相談窓口及び保健所の相談窓
口を活用して対応を行っていくこととし、
計画を中止するこ
ととしました。
３　動物の愛護管理対策
・引取り体制の見直し
　　平成１７年４月から犬・ねこの引取り
指定場所を８０箇所から１９箇所に集約化
して、安易な引取り
　依頼の防止を図るため、不妊・去勢手術
の実施及び終生飼養等の飼い主の責務につ
いて啓発を強化しま
した。

自主的衛生管理施策の推進
・通常監視の際、過去に食中毒が発生した
施設について、再度食中毒の発生がないよ
う自主的衛生管理対策がなされているか、
確認及び指導が必要であります。
・重点目標を定めた監視と営業者・事業者
自身による自主管理を推進し、自主管理状
況等の確認監視の必要があります。
動物の愛護管理施策の推進
・動物による事故や苦情は、なかなか後を
絶たないことから、今後、飼い主の責任と
自覚を高めるため、
　市町村や動物愛護団体等との連携を図
り、動物の適正飼養に関する一層の普及啓
発の必要があります。

・食品営業施設の効果的な監視指導を実施
するため、17年度も監視指導計画を策定し
ます。
・食品衛生講習会やパンフレットを作成
し、食品営業者等の衛生知識の向上及び普
及啓発に努めます。
・食の安全性についての情報提供と行政、
消費者、食品関連事業者との意見交換の促
進を図ります。
・食品営業者等が自主的な衛生管理の重要
性を認識するための施策を推進します。
・環境衛生関係施設について、効果的な監
視の指導や講習会の開催により、営業者・
事業者の衛生知識の
　向上及び普及啓発に努めます。
・犬・ねこの引取りの有料化等について検
討します。
・「動物の愛護及び管理に関する法律」の
改正内容等と併せて、動物愛護の視点など
の対応等について、
　新たな条例の制定を視野に入れた検討を
行っていきます。
・動物の適正飼養をさらに推進するため
に、安易な入手の予防、不妊・去勢手術励
行などの普及啓発を
　図ります。

生活衛生対策の推進
と安全確保
（衛生指導課）

食品営業施設の効果的な監
視指導及び食中毒予防の啓
発に努めるなど、食品衛生
対策の推進と安全確保を
図った。また、平成16年度
は大規模調理施設等におけ
る食中毒の発生がなく、罹
患率が減少しました。
環境衛生関係施設に対する
監視指導を計画的に実施す
るとともに、県民からの
シックハウス等の住居衛生
に係
る相談に基づく助言指導を
行った。
動物の愛護管理対策とし
て、安易な引取り依頼の防
止を図り、また、不妊・去
勢手術の実施及び終生飼養
等の
飼い主の責務について啓発
を強化したことにより、
犬・ねこの致死処分数の減
少が図られました。
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部名：　　環　境　生　活　部　

環境生活部の使命・役割を
発揮できるような組織運営
と予算配分が行なわれ、部
内各課の施策が円滑に推進
されます。

部内各課・職員の業務等の状況を把
握し、適正な組織運営・予算配分に
努めます。

Ｂ

各分野の環境施策の調整や総合的な
環境施策の立案、推進を図っていき
ます。

Ｂ

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名

（課　名）

　環境生活部の使命（良好
な環境の創出・保全並びに
県民生活への支援等を通じ
た快適で潤いのある県民生
活の実現）を果たすため、
部内各課の調和を図りつ
つ、適正な組織運営と予算
配分に努めました。
　2004年アクションプラン
の推進に努めるとともに、
部内及び庁内各課との連携
のもと、次年度の新たな施
策展開を図る2005年アク
ションプランの策定作業を
進めました。

　組織体制では、17年度から県民生活課の
国体準備室を課相当の組織に改組すること
とし、22年に千葉県での開催を目指してい
る国民体育大会の準備業務に係る執行体制
を強化しました。また、自動車リサイクル
法の本格施行に伴い、関連事業者への立入
検査、指導・勧告・命令等の業務をするた
め、17年度から県民センター・事務所の増
員を行うこととしました。さらに、環境政
策課においては、政策立案機能の強化、環
境指導業務の一本化等を目的として、課内
４室の３室への再編を行いました。
　組織運営では、環境研究センターにおい
て、外部評価制度を活用して県民ニーズ、
県の行政施策上の必要性が高いものを重点
的な研究課題として設定することにより、
試験研究所の持つ能力を効果的に環境施策
に活かすことができるよう努めました。
　環境施策の総合的推進では、2004年アク
ションプランに基き、同プランに位置づけ
られた重点施策の着実な実施に努めるとと
もに、次年度以降に向けた課題の整理とそ
の課題への対応策を取りまとめ、2005年ア
クションプランの策定に向けた作業を進め
ました。また、本県の環境の現状や環境保
全に関する施策の実施状況を明らかにする
ため、平成16年度版千葉県環境白書を発行
しました。
　また、県民や事業者に環境に配慮した自
主的な取組を促す立場として、県では13年
4月、環境マネジメントシステムの運用を
開始し、14年2月には審査登録機関の審査
を経て環境管理のための国際規格であるＩ
ＳＯ14001の認証を取得しています。この
システムの運用により、全庁舎的に環境保
全施策の総合的かつ計画的な推進及び環境
負荷のより一層の軽減に努めています。

　環境保全活動や暮らしやすい生活環境づ
くりのための活動が、県民一人ひとりに浸
透し、各地域の特性に応じた活動が行われ
ていくように努めていく必要がある。
　また、県のあらゆる部署で、環境や生活
という視点を取り入れた施策が進められる
ようにしていく必要がある。
　環境マネジメントシステムについては、
今後もその適正な運用及び改善に努めてい
くことが必要です。

環境生活部の組織
運営方針を遂行す
るための内部管
理、総合的な環境
政策の立案・調整
（環境政策課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大

環境問題の変化が的確に捉
えられ、部内及び庁内各課
の連携のもと、環境施策が
総合的に展開されます。

　環境や暮らしに関する情報、各地域の先
駆的な取り組みなどの情報の提供に努め、
県民意識の高揚を図ります。
　県の他部局とのより一層の連携を図り、
県の各施策に環境配慮や安全・安心な生活
という視点が取り入れるよう努めていきま
す。
　環境マネジメントシステムについては、
今後も認証を維持し、全庁的に環境保全施
策の総合的かつ計画的な推進及び環境負荷
のより一層の軽減に、引き続き努めていき
ます。

資料　４
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名

（課　名）

県内の温室効果ガスの総排
出量を平成２年度に比べ
て、平成２２年度までに
６％削減します。

温室効果ガスの排出量
（炭素換算） －

環境学習への参加者数 Ａ

エコマインド養成講座修了者数 Ａ

ちば環境再生基金が助成する活動数
（ＮＰＯ環境活動） Ｂ

公害防止協定の改定 Ａ

中小企業環境保全施設整備資金融資
額

Ｃ

環境保全施策の総
合的推進
（環境政策課）

１．地球温暖化対策の推進
　　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組を一層進め
る必要があり、啓発に努める必要がありま
す。
２．環境保全活動の推進
　　環境学習の実施が、参加者の環境への
理解とともに、参加者の行動へとつながっ
ていくようにしていく必要があります。ま
た、県民環境講座やこどもエコクラブの参
加者をみると環境学習への取組に地域差が
みられます。
ちば環境再生基金については、県民の間
に、まだ、十分な認知がなされていない状
況にあります。
３．事業活動に伴う環境影響の低減
　　一部の企業において、公害防止協定に
定める基準を超過していた測定値を書き換
えて県・市へ報告するなど、県民と事業者
の信頼関係を損ないかねない事態が判明し
たことから、公害防止協定の理念の徹底が
必要です。

Ａ　拡大 Ａ　拡大　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。
　環境保全活動の推進で
は、各種環境講座を開催す
ることにより目標を上回る
環境学習への参加者数を得
ており、また、ちば環境再
生基金は、学識経験者等で
組織する「ちば環境再生推
進委員会」のもとで、16年
度にＮＰＯ環境活動15件に
助成を行うなど、適切に事
業を実施しています。
　事業活動に伴う環境影響
の低減においては、目標に
示したとおり16年度末に
「硫黄酸化物」及び「炭化
水素」の指導強化などを内
容とした公害防止協定の改
定を行いました。中小企業
環境保全施設整備資金融資
については、ディーゼル自
動車の粒子状物質減少装置
装着及び買い換えに対する
融資申請が、前年度と比較
し大きく減少したため、融
資実績が目標を大きく下回
りました。これは、前年度
は15年10月のディーゼル自
動車排出ガスの規制強化に
対応するため一時的に申請
が増加したものであり、16
年度はそれほどの申請がな
かったためです。

１．地球温暖化対策の推進
　「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、地域においてボランティアで県民
意識の啓発等にあたる地球温暖化防止推進
委員の任期が17年3月末で満了することに
伴い、新たな推進員の募集を行い、261名
から408名への増員を行いました（新たな
推進員の任命は17年4月）。
　さらに、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。
　　※ＥＳＣＯ事業：建物の改修に当た
り、民間事業者のノウハウを活用して光熱
水費を削減し、その削減額で改修に要する
経費の全額を賄う。
２．環境保全活動の推進
　県民環境講座、エコマインド養成講座、
ＮＰＯによる公募型環境学習委託事業の実
施や環境学習アドバイザーの派遣、エコ
メッセの開催など各種環境学習機会を提供
し、16,000人を上回る参加者がありまし
た。これらは環境意識の高揚に貢献したも
のと考えます。
　ちば環境再生基金では、基金が助成した
各事業の実施によりそれぞれ地域の環境保
全が図られました。また、エコツーリズム
に関するシンポジウムの開催は、参加者の
環境に対する意識を高めました。さらに、
基金の活動ニュースを2回作成してＮＰＯ
や職場募金を実施した事業所などに報告
し、基金への関心を高めるとともに、ＮＰ
Ｏ等の環境活動の参考となるＮＰＯの活動
事例集を作成しました。なお、宿泊客がア
メニティグッズを１つも使用しない場合
に、客室に備え付けたコイン（エコちばコ
イン）をフロントの回収箱に投じることに
より、投じたコインの枚数に応じてホテル
から「ちば環境再生基金」に寄付するシス
テムを構築（開始は17年4月から）しまし
た。この事業は、宿泊客等に対する環境意
識の啓発に効果的です。
３．事業活動に伴う環境影響の低減
　環境影響評価については、3件に対して
知事意見を提出し、環境の保全について適
正な配慮がなされるよう求めました。
　また、公害防止協定については、大気汚
染物質である浮遊粒子状物質の環境基準の
達成等を図るため、「硫黄酸化物」及び
「炭化水素」の指導強化などを内容とする
改定を行い、５４社６２工場と締結しまし
た。中小企業環境保全施設整備資金融資に
ついっては、金融機関に対し申請された46
件すべてに計5.5億円の融資依頼を行いま
した。

１．地球温暖化対策の推進
温室効果ガスの排出実態、地球温暖化を巡
る国内外の動向、技術開発の動向、社会経
済の状況などを踏まえ、広く県民の声を聴
きながら「千葉県地球温暖化防止計画」の
見直しを平成17年度中に行い、見直し後の
計画に基づき、実効性の高い取組を実施し
ていきます。
16年度に行った導入可能性調査においてＥ
ＳＣＯ事業に適すると評価された県有施設
について、調査の結果を踏まえ個別の検討
を行います。
２．環境保全活動の推進
環境学習については、知識の提供のみでは
なく、参加者がその後、自ら課題を見つ
け、行動に移していくことにつながること
を重視して、その内容の充実を図っていき
ます。また、環境学習への取組に地域差が
みられることについては、市町村と連携し
改善していきます。
　　ちば環境再生基金の事業を積極的に
ピーアールすることにより、基金の周知を
図っていきます。
３. 事業活動に伴う環境影響の低減
　　引き続き適正な環境影響評価の実施に
ついて事業者を指導します。また、公害防
止協定の締結工場の経営者に対しては、環
境管理体制の機能の徹底を指導します。

公害防止協定の充実、中小
企業の環境保全施設の整備
に対する支援や環境影響評
価の実施などにより、事業
活動に伴う環境影響が低減
されます。

環境学習の推進やちば環境
再生基金の助成などによ
り、県民一人ひとりが環境
とのかかわりについて関心
を持ち、環境に配慮した積
極的な活動が活発になりま
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名

（課　名）

浮遊粒子状物質
（大気環境の常時監視）

－

二酸化窒素
（大気環境の常時監視）

－

有害大気汚染物質
　　　ベンゼン
　　　ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
　　　ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（大気環境の常時監視）

－

道路に面する地域の騒音
（自動車騒音の常時監視）

－

航空機騒音
　成田空港周辺
　羽田空港周辺
　下総飛行場周辺
（航空機騒音の監視）

－

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

Ａ

河川・湖沼・海域の環境基準の達成
率（BOD、COD）

Ｂ

地下水の環境基準の達成率 －

２ｃｍ以上の地盤沈下面積 －

Ｂ　改善 Ｂ　改善

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

良好な大気環境の
確保
（大気保全課）

良好な水環境・地
質環境の確保
（水質保全課）

公共用水域、土壌及び地下
水の環境基準の達成率を向
上させます。

地下水位の低下及び地盤沈
下の防止を図ります。

大気環境情報を県民に提供
し、健康への影響や被害の
予防を図ります。

1.大気指導事業
　京葉臨海部の主要工場と締結している公
害防止細目協定の改定に当たって強化し
た、浮遊粒子状物質対策（硫黄酸化物や炭
化水素の排出削減）について、工場ごとに
対策の実施を指導し確認していく必要があ
ります。
また、近年、県内の大気環境は、浮遊粒子
状物質などで改善傾向が見られますが、光
化学スモッグ注意報の発令日数が平成14年
度21日、16年度28日と増加傾向にあり、ま
た、平成14年度には警報が28年ぶりに発令
されるなど、光化学スモッグの低減対策を
強化する必要があります。
千葉県では平成７年度から「千葉県炭化水
素指導要綱」により光化学スモッグの原因
物質の一つである揮発性有機化合物の排出
抑制を指導してきましたが、平成１８年４
月から大気汚染防止法による排出規制が開
始されるため、法の適正な施行のための準
備と要綱による指導との整合を図る必要が
あります。
2.騒音・悪臭対策事業
　環境基準未達成地域のある成田空港及び
羽田空港の再拡張・増便計画に対して航空
機騒音の監視を継続・強化する必要があり
ます。
悪臭防止法に基づくこれまでの「悪臭物質
濃度規制方式」に加え、より人の嗅覚に近
い「臭気指数規制方式」を導入した市町村
が2市にとどまっており、その地域を拡大
する必要があります。
3.自動車交通公害対策事業
　窒素酸化物、粒子状物質の排出や騒音の
発生など、自動車使用に伴う環境への負荷
の低減を図るため、「千葉県自動車交通公
害防止計画」等に基づく総合的な自動車交
通公害対策を着実に推進していく必要があ
ります｡

１　大気汚染物質の排出抑制の指導等
　浮遊粒子状物質対策については、京葉臨
海部の主要工場と締結している公害防止協
定等により、工場・事業場における硫黄酸
化物や炭化水素など大気汚染物質の排出削
減を指導していきます。
光化学スモッグ対策については、揮発性有
機化合物排出施設の実態把握を行い、法の
適正な施行を図るとともに、指導要綱の条
例化も含め、排出抑制対策を検討します。
２　航空機騒音の常時監視と悪臭の防止
　航空機騒音の監視を継続して実施すると
ともに、国や空港の管理者等に環境基準の
早期達成を要請します。
また、悪臭防止法に基づき、より人の嗅覚
に近い「臭気指数規制」の導入地域の拡大
に向けて、市町村への働きかけを行いま
す。
３　大気環境の常時監視と県民への情報提
供
　大気環境の常時監視を継続して実施する
とともに、17年度には、インターネットに
よる県民への情報提供機能を加えた大気監
視システムの更新を行います。
４　自動車使用に伴う環境への負荷の低減
　自動車交通公害防止計画に基づき１７年
度の実施計画を定め、①ディーゼル条例の
遵守の徹底、②浮遊粒子状物質減少装置や
天然ガス自動車の普及促進、③自動車騒音
の常時監視の実施等、総合的な自動車交通
公害対策を推進します。

大気環境等に係る環境基準
の達成率を向上させます。

　大気環境等に係る環境基
準の達成率の向上に向け
て、概ね順調に進んでいま
す。
　この理由として、１４年
度に比べ１５年度は、①浮
遊粒子状物質の基準達成率
が３９％向上したこと、②
有害大気汚染物質のベンゼ
ンの基準達成率が１１％向
上したこと、③成田空港周
辺の航空機騒音の基準達成
率が約９％向上したこと、
④下総飛行場周辺の航空機
騒音の基準達成率が約２％
向上したこと、⑤その他の
項目は、ほぼ横ばいに推移
しており、概ね順調に進ん
でいます。

　大気環境情報の県民への
提供等に向けて、順調に進
んでいます。
　この理由として、１６年
度に実施した大気監視シス
テムの更新に係る詳細設計
に基づき、１７年度には、
インターネットによる県民
への情報提供機能を加えた
新システムの導入が可能と
なりました。

1. 大気指導事業
　大気汚染防止法及びダイオキシン類対策
特別措置法等に基づく規制基準及び公害防
止協定値の遵守状況を確認するため、工
場・事業場の立入検査を実施し、必要に応
じ適切な改善措置を指導しました。
17年１月に京葉臨海部の主要工場と締結し
ている公害防止細目協定の改定を行い、浮
遊粒子状物質の環境基準の達成率の向上を
目指し、硫黄酸化物や炭化水素の排出削減
対策を強化しました。

2. 騒音・悪臭対策事業
　成田空港、羽田空港及び下総飛行場につ
いて航空機騒音の監視を継続して実施しま
した。
これまでの悪臭防止法に基づく「悪臭物質
濃度規制方式」に加え、より人の嗅覚に近
い「臭気指数規制方式」を、平成１７年３
月に市原市と習志野市に導入しました。

3.大気監視事業
　年間を通し、大気環境の常時監視を実施
するとともに、17年度の大気監視システム
更新に向けたインターネットによる県民へ
の情報提供機能を加えた新システムの詳細
設計を実施しました。

4.自動車交通公害対策事業
　ディーゼル車から排出される粒子状物質
の低減を図るため、減少装置への助成を行
うとともに、ディーゼル条例に基づき、事
業所への立入検査やビデオカメラを利用し
た路上検査などを実施しました。
また、天然ガス自動車導入への助成など低
公害車・低燃費車の普及促進、自動車騒音
の常時監視を実施するなど、総合的な自動
車交通公害対策に取り組みました。

良好な水環境・地質環境に
向けて概ね順調に進んでい
ます。河川・湖沼・海域の
環境基準の達成率（BOD、
COD）については平成１６
年度アクションプラン重点
事業である「下水道等の汚
水処理施設の整備促進」等
により向上傾向にありま
す。

・ 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）が平成１４
年度の７４．３％から７６．２％（１５年
度）に上昇し、公共用水域の環境基準の達
成率（特に河川の環境基準達成率）が向上
傾向にあります。
・ 東京湾に排水を排出する工場・事業場
に対して排水中の汚濁物質の濃度を規制す
るとともに汚濁物質の総量を規制する総量
規制を実施した結果、第５次総量削減計画
における平成１６年度の削減目標量を達成
する見込みです。
・ 地下水汚染の原因究明、浄化対策を行
う市町村に技術的・財政的支援を行うこと
により、地下水汚染対策を進めました。
・ 地盤沈下の防止のため環境保全条例に
基づき地下水採取量を抑制し、天然ガスか
ん水採取事業者との地盤沈下協定に基づき
地下水の地上排水量を抑制しました。

・ 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べ依然低
い状況であり、対策の推進が必要です。
・ 一部の事業者において排水基準を超え
るなど自主管理に不備があり、基準遵守の
徹底指導が必要です。
・ 浄化槽維持管理状況等を確認するため
の法定検査の受検率が低いため、向上させ
ていくことが必要です。
・ 地下水汚染対策は、長期間を要するた
め、継続して対策を推進していく必要があ
ります。

　良好な水環境・地質環境の確保のため、
従来からの対策を引き続き推進していくと
ともに、第６次総量削減計画策定のための
情報収集、法等に基づく基準遵守の徹底指
導、浄化槽法定検査受検率の向上、印旛
沼・手賀沼湖沼水質保全計画策定の準備の
ためのシュミュレーションモデルの構築、
天然ガスかん水採取企業と締結している
「地盤沈下の防止に関する細目協定」の改
定に向けて協議を進めていきます。
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名

（課　名）

自然環境保全地域等の指定
やレッドデータブックの作
成、外来種対策の実施等に
より、自然環境の保全と生
物多様性の確保を推進しま
す

自然環境保全地域等の指定 Ａ

自然公園等の施設の適正な
維持管理を行い、県民が自
然の豊かさを一層享受でき
るようにします。

首都圏自然歩道の総延長 Ａ

人と野生鳥獣の共存に係る
生態系への配慮が進み、野
生鳥獣の多様性が保たれる
ようにします。

特定鳥獣保護管理計画の拡充 Ａ

自らの生活を資源循環の視
点から見直し、なるべくご
みを出さない、出させない
ライフスタイルが実践さ
れ、ごみの排出が抑制され
ています

一般廃棄物（ごみ）の一人１日当た
りの排出量

Ｃ

事業活動における副生物の
有効利用などにより単位資
源・エネルギー当たりの生
産性の向上が図られ、産業
廃棄物の排出が抑制されて
います

１年間における産業廃棄物の総排出
量

Ａ

１年間における一般廃棄物（ごみ）
の再資源化率

Ｃ

１年間における産業廃棄物の再資源
化率

Ａ

１年間における一般廃棄物（ごみ）
の一人１日当たりの最終処分量

Ａ

１年間における産業廃棄物の最終処
分量

Ａ

ごみの最終処分が適正に行
われています。 一般廃棄物処理施設への立入検査に

おいて指導を要した施設の割合
Ａ

資源循環型社会づ
くりの推進
（資源循環推進
課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大１　資源循環型社会づくりの推進
・資源循環型社会づくりに取り組んでいる
県民・事業者が、まだ一部にとどまってい
ることから、県民・事業者への効果的な啓
発活動を実施していくことが必要です。
２　エコタウンプランの推進
・本県の廃棄物処理の実状に沿ったリサイ
クル産業の集積を図り、一般廃棄物処理を
行っている市町村の抱える問題の解決やリ
サイクル企業間の連携により、より環境負
荷の少ないリサイクル事業の展開が必要で
す。
３　バイオマス利活用の推進
・県内各地で個々に行われているバイオマ
ス利活用の取組を、地域の中でバイオマス
を多段階的に有効活用するバイオマスタウ
ンへ発展させることが必要です。

１　資源循環型社会づくりの推進
・県民・事業者・ＮＰＯ等による資源循環
型社会づくりに向けた様々な取組（千の葉
エコプロジェクト）を紹介し、情報提供す
ることにより資源循環の環を広げます。
・事業者への啓発事業として、環境と経済
の好循環の観点から企業経営を見直すため
の環境経営セミナー等を開催していきま
す。
２　エコタウンプランの推進
・エコタウン事業については、地域の産業
蓄積等を活かした環境産業の振興を通じた
地域振興の観点から、新たなリサイクル事
業の誘致を進めるとともに、廃棄物のゼロ
エミッションをさらに進めるためのリサイ
クル企業間の連携を進めます。
３　バイオマス利活用の推進
・県内各地でバイオマスタウン構築への動
きが芽生えつつあることから、地域特性を
活かしたバイオマスタウンにつながる動き
を支援していきます。

　資源循環型社会づくりの
推進に向けて概ね順調に進
んでいますが、一部に課題
があります。その理由とし
て、①廃棄物の排出量を減
らす取組では、産業廃棄物
は、26,599千トン以下にす
る目標を15年度に達成しま
したが、一般廃棄物（ご
み）は、増加していた排出
量を減少に転じさせること
ができたものの、1,059ｇ/
人・日にとどまり、目標の
950ｇ/人・日以下の達成は
困難な状況にあります。②
廃棄物の再資源化の取組で
は、産業廃棄物は、53.5%
の目標を15年度に達成しま
したが、一般廃棄物は、リ
サイクルの取組を進めた結
果、再資源化率が23.6%と
全国的にも最高レベルに向
上したものの、目標の30%
に達していません。③廃棄
物の最終処分量を低減させ
る取組では、県民・事業者
の取組やエコタウンプラン
に基づいたリサイクル施設
の稼動により、産業廃棄物
は781千トン以下にする目
標を15年度に達成しました
が、一般廃棄物の最終処分
量も92ｇ/人・日となり目
標の90ｇ/人・日以下を達
成できるレベルまで改善し
ました。④一般廃棄物処理
施設の検査の状況では、指
導が必要であった施設の割
合が16.8%まで減少し、目
標の15%以下を達成できる
状況です。⑤目標の達成が
困難と考えられる一般廃棄
物の減量化・再資源化につ
いては、環境問題やごみ問
題に前向きに取り組んでい
る県民や事業者がまだ一部
にとどまっています。この
ため、県民や事業者に対す
るさらなる啓発や仕組みづ
くりが必要な状況にありま
す。

廃棄物として排出されてし
まったものが、まずは原材
料として有効利用され、原材
料としての利用が困難であ
る場合は、熱回収等により
エネルギーとして有効利用
されるなど、再資源化が十
分に行われています。
廃棄物の最終処分量が減
量され、埋め立て処分等に
よる環境負荷が低減してい
ます。

１　３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再
資源化）の推進に向けた広報・啓発・情報
支援の推進
　「一般廃棄物（ごみ）の一人１日当たり
の排出量」を減らし、「再資源化率」を向
上させるためには、県民自らが資源循環の
視点から生活を見直し、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
することが必要です。そのため、県民のご
み減量化の取組として、家庭からごみとし
て出されるレジ袋の削減につながるマイ
バッグ普及促進事業を６市町と協働で実施
し、177店舗、モニター1446人が参加しま
した。また、３Ｒの広報活動として、３Ｒ
推進月間にテレビ65回、ラジオ36回のごみ
減量化等への取組を促すＣＭを放送し、県
民や事業者等の自主的な取組を呼びかけま
した。また、5月30日を関東甲信越の統一
日として実施している空き缶等のごみの散
乱防止と再資源化促進の普及啓発を目的と
した「ゴミゼロ運動」を全市町村の協力の
もと実施し、15年度62万人、16年度64万人
の県民等の参加が得られ県民意識の高揚が
図られました。

２　３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再
資源化）の推進に向けた基盤整備の促進
　「廃棄物の再資源化率」を向上させるた
めには、焼却や埋立処分していた廃棄物を
原料として有効利用していくことが必要で
す。また、原料として有効利用することが
困難な場合でも、熱回収等のエネルギーと
して利用することが、新たな化石燃料の消
費を抑えるために必要です。そのため、本
県の地域特性を活かしたリサイクル施設整
備として、ゼロエミッションを目指すエコ
タウンプランに基づき、木更津港後背地の
富津市に新たな中核的施設である農業用等
の車両、貝殻、農業用塩ビ等をリサイクル
する３施設の立地を促進しました。

３　資源循環型社会づくりを主体的に推進
するネットワークづくりの推進
　平成１4年10月に策定した「資源循環型
社会づくり計画」を推進するためには、県
民・事業者・ＮＰＯ等との協働的取組を推
進することが必要です。そのため、効果的
な協働取組の方向性を検討するための推進
会議を２回開催するとともに、新たに減
量・再資源化推進委員会を設置し、実効的
な啓発のあり方や協働プログラムとして実
施する啓発活動等について検討するため、
３回の委員会を開催しました。資源循環型
社会づくりを推進するためには、環境に配
慮した事業者の取組も重要であることか
ら、中小企業・ＮＰＯを対象とした啓発活
動として「国連大学ゼロエミッション
フォーラムin千葉」を開催し、約200人の
参加がありました。

多様な自然環境の
保全
（自然保護課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　１６年７月に千葉県環境審議会自然環境
部会を開催し、１６年１１月に小松寺の森
を郷土環境保全地域を指定しました。　ま
た、１７年３月に千葉県環境審議会鳥獣部
会を開催し、特定鳥獣保護管理計画（ニホ
ンジカ）を策定することができ、その結果
ニホンジカの適正生息数を決定することが
できました。さらに、首都圏自然歩道総延
長278.1ｋｍの完成に向けた整備を実施し
ました。
　これに加えて、千葉県射撃場自然環境回
復工事を実施し、鉛を含んだ汚染土壌約
36,000トンを適正に処理し、平成17年3月
に工事が終了しました。

　自然環境保全地域等の指定に当たって
は、地権者等の同意を得ることが困難に
なっています。また、歩道等の施設の老朽
化が進み、維持修繕の費用が増加傾向にあ
ります。さらに、生息数の調整にあたり、
「シカの狩猟解禁」を予定していますが、
事故防止対策等が今後の課題となります。

自然環境保全地域等の指定することが相当
と認められるものについて、引続き地権者
等の理解を得ながら順次指定を進めてまい
ります。また、自然公園等における施設整
備を図り、利用の促進に努めます。さら
に、狩猟解禁による事故防止対策等関係機
関と協議し、シカ生息数調整のための狩猟
解禁を進めます。

多様な自然環境の保全に向
けて順調に進んでいます。
この理由として、平成１６
年度において①自然環境保
全地域等を１ヶ所指定し、
②特定鳥獣保護管理計画を
１計画追加しました。さら
に③首都圏自然歩道の延長
を平成１５年度から１７年
度までの計画（8.4km）の
９３％を達成し、平成１７
年度全線開通に向けて東京
湾を望む道を整備中である
ことがあげられます。
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４　ごみの適正な処分を確保するための許
可・指導事務の推進
　　一般廃棄物処理施設の埋立処分場の適
正処理を指導するため、161施設への立入
検査を行い、27施設に指導を行いました
が、改善を要する施設は減少し、施設の適
正管理等が徹底されてきています。また、
使用済自動車の不法投棄や不適正処分が問
題となっていることから、廃自動車を適正
に処理し、資源として有効に活用すること
が必要です。そのため、自動車リサイクル
法が施行され、使用済自動車の解体等に携
わる事業者に登録・許可制度が導入され、
引取業者3,086、フロン類回収業者940、解
体業者342、破砕業者50の登録あるいは許
可を行いました。

５　３Ｒの推進に資する調査・研究の推進
　　建設汚泥については、再生利用が不十
分で不適正処理も懸念され、民間のみでは
利活用が困難な産業廃棄物の一つであり、
公的関与の下での適正処理・有効利用の推
進方策の確立が求められています。そのた
め、学識経験者・関係事業者・行政機関等
からなる検討会を設け、再生利用に向けた
技術的課題・制度的課題と対応方法につい
て検討を重ねているところです。
　　また、一般廃棄物焼却灰から生産され
る溶融スラグの有効利用を図るため、安全
性等の追跡調査を行い利用の拡大を図ると
ともに、16年度版県土木工事共通仕様書に
道路用溶融スラグ骨材としての品質管理方
法を定め、有効利用の環境整備を行いまし
た。

６　バイオマス利用のための企画、立案、
実施、事業者支援
　　「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、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。
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産業廃棄物・残土の不適正
処理がなくなり、不適正処
理箇所における生活環境上
の支障が除去され、良好な

不法投棄量
（投棄量１０ｔ以上） －

産業廃棄物の再資源化率 Ａ

産業廃棄物の最終処分量 Ａ

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。
（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。
　
　なお、産業廃棄物処理業･処理施設、残
土埋立事業の許可に当たっては､事前協議
の実施や関係市町村、庁内関係課への意見
照会により適正な許可事務の執行を図りま
した。

（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、産業廃棄物処理業･処理施設、残
土埋立事業の許可に当たっては､引き続
き、事前協議の実施や関係市町村、庁内関
係課への意見照会により適正な許可事務の
執行を図る必要があります。

　なお、産業廃棄物処理業･処理施設、残
土埋立事業の許可に当たっては､引き続
き、事前協議の実施や、関係市町村、庁内
関係課への意見照会により適正な許可事務
の執行に努めます。

産業廃棄物・残土
の不適正処理の防
止及び適正処理の
推進
（産業廃棄物課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大

産業廃棄物・残土の適正処
理が行われるとともに、産
業廃棄物の発生抑制、減量
化・再資源化が一層推進さ
れ、循環型社会の構築に向
けた動きが加速します。

　産業廃棄物・残土の不適
正処理の防止及び適正処理
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）
１　不適正処理の未然防止のための監視指
導
　産業廃棄物の不法投棄は夜間・早朝の人
目の付きにくい時間帯に多く行われること
から、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。
２　不適正処理行為者等に対する指導・行
政処分
　不適正処理の防止を図るためには、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件を行いました。
３　不適正処理箇所の支障の除去
　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
４　産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資
源化、適正処理の推進
  産業廃棄物を多量に排出する２８０事業
場に対して､多量排出事業場処理計画の作
成により､発生抑制、減量化・再資源化を
指導するとともに､建設リサイクル法に係
る排出事業者への立入指導等を行いまし
た。また、産業廃棄物処理業者を対象に処
理業者セミナーを2回開催するとともに､関
係団体を通した説明会の開催などを行いま
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、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、

（産業廃棄物について）
１　不適正処理の未然防止のための監視指
導
　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。
２　不適正処理行為者等に対する指導・行
政処分
　不適正処理行為者等に対する指導・行政
処分に当たっては、早い段階での幅広い情
報収集と、早期指導が不可欠であることか
ら、警察･市町村との緊密な連携の確保の
ほか、県民からの幅広い通報協力を図って
いくことが必要です。
３　不適正処理箇所の支障の除去
　県が行う支障除去事業は、廃棄物処理法
により、行為者が不明等の場合で生活環境
保全上著しい支障があるときに行うもので
すが、硫酸ピッチの不適正事案において
は、硫酸ピッチ自体が強酸性で腐食性があ
ることや、亜硫酸ガスの流出等が危惧され
ることから、不適正事案の状況によって
は、生活環境保全上の著しい支障が生じる
前に、現場において硫酸ピッチの中和作業
を行うことも必要となります。
４　産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資
源化、適正処理の推進
　資源循環型社会づくりに向け、産業廃棄
物の適正処理を推進し、産業廃棄物の減量
化･再資源化を図っていくためには、産業
廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理業
者に対する意識啓発と適正処理の指導が重
要であり、排出事業者が安心して処理を委
託できる廃棄物処理体系の構築に向けて、
優良な産業廃棄物処理業者の育成が、今後
さらに求められてきます。
　また、悪質巧妙化する不適正処理事案に
対処し、産業廃棄物の適正処理の推進を
図っていくためには、不適正処理事案を分
析し、廃棄物処理法等の改正が必要な事項
については引き続き国に対して要望･提案
を行っていくことが必要です。

（産業廃棄物について）
１　不適正処理の未然防止のための監視指
導
　廃棄物の不適正処理の根絶に向け、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､不適正処理をしない・させ
ない・許さない県土を築いていきます。
２　不適正処理行為者等に対する指導・行
政処分
　警察･市町村との緊密な連携の確保のほ
か、産廃･残土県民ダイヤルによる県民か
らの幅広い情報提供により、悪質な事業者
に対する指導･行政処分に取り組んでいき
ます。
３　不適正処理箇所の支障の除去
　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、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。
４ 　産業廃棄物の発生抑制、減量化・再
資源化、適正処理の推進
　産業廃棄物の排出事業者や処理業者への
適正処理の指導を強化し、排出･処理の各
段階での適正処理を確保することで、不適
正処理を未然に防止していきます。
　また、資源循環型社会づくりに向け、産
業廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理
業者に対する意識啓発を図り、排出事業者
が安心して処理を委託できる廃棄物処理体
系の構築に向けて、優良な産業廃棄物処理
業者の育成を図っていきます。
　また、悪質巧妙化する不適正処理事案に
対処し、産業廃棄物の適正処理の推進を
図っていくため、廃棄物処理法等の改正が
必要な事項については引き続き国に対して
要望･提案を行っていきます。
（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
きます。
また、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。
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千葉県消費者保護条例改正につい
て、消費者行政審議会に諮問し、そ
の基本的な考え方や改正内容につい
て検討を行います。

知事登録に係る貸金業者に
対し、　貸金業規制法等を
周知及び遵守させ、貸金業
の適切な運営を促進すると
ともに、資金需要者等の利
益を保護します。

登録後３年に満たない業者等を中心
とした立入検査の実施

Ａ

登録後３年に満たない業者
等を対象に計画的に立入検
査を行い、数値目標は達成
しましたが、まだ、法令遵
守の徹底について不十分な
状況があります。

　貸金業者に法令などを遵守させ、業務の
適正な運営と資金需要者の利益を保護する
ため、１４４件の立入検査を実施しまし
た。その結果、貸金業者に対する法令など
の周知及び遵守などを図りましたが、まだ
十分とは言えない状況です。

　登録後3年を満たない新規登録業者が多
いため、法令の遵守意識の向上を図り、資
金需要者等の保護を図っていく必要があり
ます。

　貸金業者の法令の遵守意識の向上を図
り、資金需要者等の保護を図るため、引き
続き、立入検査を実施し、法令遵守につい
て指導します。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

図書等自動販売機に対する立入調査
台数

Ａ

既存競技施設を活用した競技会の会
場数

Ａ

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

同一会場での複数競技会の開催数 Ａ

青少年を取り巻く有害環境
の浄化に向けて、適切に対
応しました。
その理由は、①すべての自
動販売機について立入調査
を実施しました。
②千葉県青少年健全育成条
例を改正（平成17年2月22
日改正、同年9月1日施行）
し、自動販売機への収納違
反を常習的に行った者の罰
則を強化しました。

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持

安心な消費生活の
確保(貸金業指導業
務)
（県民生活課）

１　国体改革の推進
　既存施設を有効に活用するためには，会
場地市町村と県内競技団体と連携を取るこ
とが不可欠です。会場地市町村と競技団体
の意向を受けて第65回国民体育大会千葉県
準備委員会が選定し，会場施設を決定しま
した。その施設については全て，中央競技
団体の視察により承認を得ることができま
した。

１　会場地市町村が未定の競技
　現在までの，市町村が未配置の競技・種
目は山岳競技，馬術競技，急流を使うカ
ヌー種目です。また，会場施設が未定の競
技はクレー射撃です。これらの競技につい
ては，早急に会場地等を決定する必要があ
ります。
２　正規視察の追加実施
　会場地市町村が未定の競技が決定次第，
各中央競技団体の正規視察を受ける必要が
あります。

１　国体改革の推進
　既存施設の有効活用を図るため，競技団
体・県内市町村と連携しながら，引き続き
会場施設が未定の競技について，県内開催
の実施に向けて重点的に取り組みます。
　また，並行して会場施設が未定の競技に
ついて，県外開催も視野に入れながら会場
地の選定に取り
組んでいきます。

図書等自動販売機等に対す
る立入調査を行い、青少年
の健全育成を阻害する有害
図書等が収納等されていた
場合、千葉県青少年健全育
成条例に基づき自動販売機
業者に対して指導･警告を実
施し、有害環境の浄化に努
めます。

第６５回国民体育
大会開催準備
（県民生活課）

・図書等自動販売機の立入調査を行い、設
置業者や管理者及び設置場所提供者に対し
835件の文書による是正指導を行いまし
た。
・自動販売機の設置台数は、平成15年7月
の728台が16年7月に672台に17年3月に616
台に減少しました。
・千葉県青少年健全育成条例を改正（平成
17年2月22日改正、同年9月1日施行）し、
自動販売機への収納違反を常習的に行った
者の罰則を強化しました。

・図書等自動販売機への収納違反の状況が
繰り返されています。

　有害環境の浄化を図るため、引き続きす
べての自動販売機について、立入調査を実
施し指導を行い、悪質な業者については警
察と連携し、改正条例の実効性を確保しま
す。

青少年の環境づく
り
（県民生活課）

安心な消費生活の
確保
（県民生活課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大　平成１６年６月に消費者
保護基本法が改正されまし
た。千葉県消費者保護条例
の改正に当たっては、大幅
に改正された本法を踏ま
え、広く県民の皆様からの
意見を求めた上で、消費者
行政審議会での議論を積み
重ねる必要があることか
ら、平成１７年度も継続し
て検討していくこととした
ものです。

１　千葉県消費者保護条例の改正
　千葉県消費者保護条例を改正するための
準備作業として、消費者団体、生協役員等
と意見交換会等を実施してきましたが、さ
らに県民の皆様の意見を広く求めるため、
年度後半からは市町村と協力して、地域別
に県民との勉強会を５ヶ所で実施したとこ
ろです。平成１７年度には、さらに４ヶ所
で実施します。

　今後も各地域での県民の皆様との意見交
換会や勉強会などを実施し、意見・要望な
どを条例改正に反映させていくことが必要
です。

　各地域での勉強会やパブリックコメン
ト、消費者行政審議会での議論等を踏ま
え、年度内の条例改正とともに、当該改正
に伴う千葉県消費者行政施策大綱の見直し
を行うなど、消費者の自立支援等に向けた
環境整備
に取組んでいきます。

　規制緩和等の進展や電子
商取引の拡大
等により､商取引・商品が多
様化していることから、消
費生活を巡る相談､トラブル
が急増しています。｢自立し
た消費者｣となることが求め
られている状況の中で、消
費者が、安全で安心な消費
生活を送るための環境整備
として千葉県消費者保護条
例を改正します。

・第６５回国民体育大会開
催準備は順調に進んでいま
す。①既存の競技施設を有
効活用するために，３４競
技で目標数の施設を選定
し，各中央競技団体の正規
視察を受け，中央競技団体
から承認を得ることができ
ました。②同一会場で複数
競技会を実施するために，
５競技で目標数の会場を選
定し，各中央競技団体の正
規視察を受け，中央競技団
体から承認を得ることがで
きました。

国体改革の施策を取り入れ
た千葉国体を成功させま
す。
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（課　名）

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

ＮＰＯ活動推進課の各種事業への参
加人員

Ｂ

Ｂ　改善 Ｂ　改善

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

ＮＰＯ法人の年次報告書における事
業高の累計

－

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

パートナーシップ事業の企画・実施
件数

Ｃ

４　全庁的取組みと市町村
との連携
ＮＰＯ活動の推進を全県的
に進めるため、ワンストッ
プサービスにより全庁的に
取り組むとともに、市町村
との連携・協力を推進しま
す。

ＮＰＯと庁内各課との調整・仲介件
数

Ｂ

ＮＰＯ法人数 Ａ

５　ＮＰＯ法の適正運用
　千葉県では、ＮＰＯ法人認証申請に係る
事務処理期間を条例によって、法律で定め
る期間よりも一ヶ月間の短縮をするように
努めています。これにより、申請者からの
迅速な事務処理の要望に応えています。ま
た、ＮＰＯ法解釈運用の基準を示し、法制
定趣旨の徹底とＮＰＯ法人の健全な運営に
資するため「ＮＰＯ法運用マニュアル」の
作成を進めています。

５　ＮＰＯ法の適正運用
ＮＰＯ活動の制度的基盤で
あるＮＰＯ法について、そ
の基本的理念を活かしつ
つ、適正な運用を図りま
す。

１　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。
２　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、ＮＰ
Ｏ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。
３　ＮＰＯとの協働の推進
　ＮＰＯとの協働によって、大きな効果の
期待できる事業があります。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、589人が参加しまし
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。
４　全庁的取組みと市町村との連携
　全庁的な取組みとして、県庁内の横断的
組織であるＮＰＯ活動推進会議の開催（4
回）、パートナーシップマニュアル職員説
明会（196人参加）、県とＮＰＯとの意見
交換会（111課162人参加）を実施しまし
た。また、ＮＰＯからの相談は、県庁内各
課の横断的な対応が求められる内容が多い
ので、ＮＰＯと庁内各課との調整・仲介を
行うワンストップサービスを本格的に実施
しました。さらに、市町村との連携を図る
ため、ＮＰＯにとって、身近な相手先であ
る市町村職員に対して、ＮＰＯの現場体験
などを含む研修会（パートナーシップ推進
塾）を２地域で実施しました。しかしなが
ら、行政職員のＮＰＯ理解や市町村との連
携・協力は、十分には進んでいない状況で
す。

ＮＰＯ立県千葉の
実現
（ＮＰＯ活動推進
課）

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。
・ 16年度から本格的にワ
ンストップサービスを開始
するとともに、行政の縦割
りを排したＮＰＯとの意見
交換会（４回589名参加、
うち県庁111課162名）や協
働事業を実施するなど、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。
・ パートナーシップ(協
働)事業については、申請
数は33件（15年度）から、
49件（16年度）と増加し、
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、一方で採
択件数は5件にとどまりま
した。
・ 県内のＮＰＯ法人数
は、619団体（16年3月）か
ら、823団体（17年３月）
と着実に増加しています。

１　ＮＰＯの理解の促進
　ＮＰＯ活動が活発に展開されるために、
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ＮＰ
Ｏ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。
２　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ＮＰＯ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。
３　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。
４　全庁的取組みと市町村との連携
・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。
・多くのＮＰＯは単一の市町村内で活動し
ており、ＮＰＯ立県千葉を実現していくた
めには、市町村と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。
５　ＮＰＯ法の適正運用
　ＮＰＯ法人が増加するにつれて、一部に
は、いわゆる不適正なＮＰＯ法人が見られ
るようになり、県民の信頼を損なう状況も
生まれています。ＮＰＯ法の趣旨を十分に
踏まえ、ＮＰＯ法を適正に運用していく必
要があります。

１　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。
２　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。
３　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。
４　ＮＰＯ活動推進のための基盤整備
・地域事情に十分に配慮したうえで、市町
村との連携・協力関係を構築していくた
め、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ＮＰ
Ｏ施策の共同研究を実施するとともに、Ｎ
ＰＯ担当以外の市町村職員を対象としてＮ
ＰＯ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。
・ＮＰＯ法を適正に運用していくため、Ｎ
ＰＯ法の趣旨を十分に踏まえ、ＮＰＯ法運
用マニュアルを策定します。
・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、県民と協働して新たな指針
（行動計画）づくりに取り組みます。
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県民芸術劇場入場者数 Ａ

文化会館の自主事業参加者数 Ａ

千葉・県民芸術祭参加者数 Ａ

文化情報提供ホームページへのアク
セス件数（千葉県文化振興財団・
ニューフル千葉を含む）

Ａ

「民話の里づくり」事業参加者数 Ａ

交通事故発生件数および交
通事故死者数を減少させ
る。

交通事故の発生件数や交通事故死者
数の実態

Ａ

Ａ　拡大 Ａ　拡大

シートベルト着用率
市町村や警察庁・日本自動車連盟で
行う着用率調査

Ｂ

交通安全推進隊員数

応募状況 Ｃ

シルバーリーダーネット
ワーク参加者数 参加・体験型高齢者交通安全リー

ダー研修修了者
Ａ

Ａ　拡大 Ａ　拡大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県民が文
化に親しむための環境づく
りや主体的に文化活動を行
うための環境づくりを進め
るための事業として、「県
民芸術劇場公演」や「千
葉･県民芸術祭」を開催
し、入場者数・参加者数が
それぞれ７５％、２３％増
加したこと、②千葉の特性
を生かした文化づくりを進
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　芸術文化に親しむ機会の提供
・「千葉・県民芸術祭」では、24事業で約
76,000人の参加者があり、「童謡フェス
ティバル」では県文化会館の大ホールがほ
ぼ満席となるなど、県民に対して芸術文化
に親しむ機会を提供することができまし
た。
２　県民の自主的文化活動の支援
・NPO法人を含むアマチュア団体が実施し
た12事業に対しての助成、「ちば街角劇
場」を幕張メッセや船橋駅北口広場にて4
回開催するなど、県民の自主的文化活動の
振興を図ることができました。
３　千葉の文化資源の発掘・活用
・「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、地
域の文化的魅力や活力を高めることができ
ました。

ちば文化の創造
（文化振興課）

交通安全県ちばの
確立
（交通安全対策
課）

千葉の特性を生かした文化
づくり

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全
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。

県民が主体的に文化活動を
行うための環境づくり

県民が文化に親しむための
環境づくり

・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。
また、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などに
より交通事故危険箇所の改善を図りまし
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ＭＡＤＤＪａｐａ
ｎ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。

１　芸術文化に親しむ機会の提供
・県民芸術劇場の開催にあっては、県及び
地元主催者の財政状況が厳しい中で公演数
の確保を進めるために、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。

１　芸術文化に親しむ機会の提供
・県民に芸術文化に親しむ機会を提供する
ため、芸術文化団体との共催による「千
葉・県民芸術祭」の開催や、千葉県文化振
興財団・ニューフィルハーモニーオーケス
トラ千葉による各種芸術鑑賞事業を継続し
て実施します。
２　県民の自主的文化活動の支援
・公園等の公共施設の一部を開放して、芸
術家等に活動の場を提供し、県民が気軽に
芸術に親しみ、芸術家等との交流を通し
て、本県の芸術文化の振興を図るため「ち
ば街角劇場」を継続して実施します。
３　千葉の文化資源の発掘・活用
・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
地域の人材や文化資源を活用する「民話の
里づくり」や、県民の財産である文化資源
の幅広い掘り起こしや新たな発想による活
用を図る「ちばの文化資源再発見事業」な
どの事業を継続して実施します。
さらに、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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部名：　　商　工　労　働　部　

部の掲げる目標達成に向け、
庁内関係部局、部内各課のス
ムーズな連携のもと、県の予
算や人的資源が効果的に活用
され、各種施策が円滑に推進
されます。

個々の職員の能力が最大限に発揮でき
る職場環境づくりや、組織体制の整
備、予算等の機動的な運用を図りま
す。

Ａ

新たな対応が求められるさまざまな施
策分野において、必要となる連絡調
整、施策の立案及び推進を総合的に
図っていきます。

Ａ

事業所開業率 －

完全失業率 Ａ

サービス産業の県内総生産伸び率 －

特定分野における連携協力の取組推進
のための専門部会の設置

Ａ

中小企業への迅速な情報提供体制の整
備

Ａ

千葉県産農林水産品・食品の輸出促進 Ａ

総合調整及び内部管
理業務、経済活性化
施策の立案・調整・
実施など
（経済政策課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善１　総合調整及び内部管理
　　今後とも時代の変化に的確に対応しな
がら、より効率的な組織体制の整備、経済
活性化に向け効果的な予算配分を図るとと
もに、施策の円滑な展開のために必要な調
整に努めます。
２　経済活性化施策の立案・調整・実施
　　引き続き、効率的な組織体制の整備、
効果的な予算配分に努めるとともに、アク
ションプラン事業の円滑な推進を図りま
す。
特に１７年度においては、県内中小企業の
総合的な振興に向けた中長期的な戦略づく
り、並びに新エネルギー産業振興のための
計画づくりに取り組みます。
３　県内企業の国際展開の支援
　　国際セミナーの開催など、海外取引等
に対応しうる人材の育成に向けた事業展開
を図ります。

１　総合調整及び内部管理
　　部の掲げる目標達成に向けて、個々の
職員の能力が最大限に発揮できる職場環境
づくりや、組織体制の整備、予算等の機動
的な運用に努めるとともに、事業の効果的
な実施のために必要となる庁内関係部局、
部内各課の調整・連携を図ることにより、
各種施策を円滑に推進することができまし
た。
２　経済活性化施策の立案・調整・実施
　　２００４年アクションプランの戦略プ
ロジェクト「２１世紀のちば経済活性化戦
略の展開」に係る諸事業の展開を図り、着
実な成果をあげました。
　　また、千葉県経済活性化推進会議の下
に「中小企業活性化」、「新産業創出」、
「産業人材育成」、「規制緩和」の４つの
部会を新たに設け、それぞれ施策展開のあ
り方や方向性等について検討を行いまし
た。
当課が実施した事業では、県内中小企業等
への情報提供のためのメールマガジン「産
業情報ヘッドライン」の配信を９月から週
刊で行い、年度末には配信数が４千９百を
超えたほか、新たな産業の育成のための実
証実験（３件）の実施、コミュニティビジ
ネス団体への経営面からの支援の推進、地
域通貨の導入促進のための導入実験（５団
体）の実施など、新たな産業活動の芽を育
てるための事業に取り組みました。
３　県内企業の国際展開の支援
　　海外取引アドバイザー及び国際化コー
ディネーターの設置、海外(北米)からの経
済ミッションの受入、海外取引関心企業
データベースの提供等により、県内企業の
海外取引、海外進出や、海外企業・大学等
との技術開発をはじめとする連携の促進を
図りました。また、県内農林水産品の輸出
促進を目的として、海外バイヤーとの商談
会、現地でのアンテナショップによる販売
を実施しました。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

「千葉県経済活性化推進会
議」を中心とする産・学・
官・民の連携・協力のもと、
様々な地域資源の循環の促進
や、地域特性を生かした産業
地域の育成強化、産業の未来
を支える人づくりなど、千葉
県経済の活性化に向けた幅広
い取組が総合的に推進され、
多様な主体による活発な経済
活動が県内各地域において展
開されます。

１　総合調整及び内部管理
　　常に時代の変化に対応しながら、経済
活性化に向けて、効率的な組織体制の整
備、効果的な予算配分に努めていくことが
必要となります。
２　経済活性化施策の立案・調整・実施
　　県内経済活性化の活力の源であり、地
域社会の主要な担い手でもある地域中小企
業の総合的な振興を図っていくことが求め
られています。
　　また、今後、大きな成長が見込まれる
燃料電池をはじめとする新エネルギー産業
の振興方策について検討していくことも必
要です。
３　県内企業の国際展開の支援
　　中小企業においては、海外取引等に対
応できる人材が不足しており、こうした人
材の育成を図っていくことが課題となって
いる。

空港、港湾等の本県の立地優
位性を活かして、県内中小企
業による国際的な事業が活発
に展開されます。

　本県経済の活性化に向け
た各種施策の立案・調整・
実施、商工労働部内の人
員・予算等の内部管理及び
部内総合調整を適切に実施
しました。
　２００４年アクションプ
ランにおいて戦略プロジェ
クトとして位置付けられた
「２１世紀のちば経済活性
化戦略の展開」に掲げた諸
事業については概ね順調に
進んでおり、平成１６年度
末における経済情勢におい
ても企業収益や雇用情勢の
改善が見られるなど、緩や
かな回復が続いており、経
済活性化の足取りは徐々に
確かさを増しています。
しかしながら、景気回復の
動きは、地方経済を支える
中小企業への波及と言う面
ではまだ十分とは言えず、
地域間、業種間においても
格差が生じている状況にあ
ることから、こうした回復
の動きを県内経済を支える
多くの中小企業に広げてい
くとともに、地域的にも、
業種的にも広がりのあるも
のとしていくことが課題と
なります。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

資料　４
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

小規模事業者等の経営の安定
と向上を図るために、商工団
体による地域に密着したきめ
細やかな支援活動を推進しま
す。

経営指導・相談件数 Ｂ

金融経済情勢に的確に対応
し、制度融資の枠を十分確保
するとともに、融資条件の緩
和など低利で使いやすい資金
供給に加え、新たな資金調達
手段の多様化に向けた施策を
推進することにより、地域社
会を支える中小企業の事業活
動が展開されます。

中小企業振興資金融資額 Ｂ

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

経営革新計画の承認件数 Ａ

商店街若手リーダー養成事業（商い未
来塾）の開催回数

Ａ

Ａ　拡大１　中小企業に対する経営
指導・相談を概ね適切に実
施しました。目標とする相
談件数には達しなかったも
のの、経営指導の内容面に
おいては多様化する個々の
相談内容に的確に対応でき
るよう努めており、一定の
成果をあげていると考えま
す。
２　中小企業等に対する金
融支援に向けて概ね順調に
進んでいますが、一部に課
題があります。県の取組に
ついては、魅力ある観光施
設づくり資金や企業再生支
援資金を創設（平成16年10
月）できたことなど、一定
の成果をあげることができ
ました。なお、大企業より
も内需に依存する割合が高
い中小企業の景況は、依然
として厳しい状況にあり、
景気回復という要因が強く
影響します。
３　中小企業への経営革新
支援の実現に向けて順調に
進んでいます。県主催の経
営セミナー開催や各種講習
会への講師派遣、支援関係
機関との連携強化などによ
る中小企業者への周知・啓
発が目標の達成の大きな要
因です。
４　商店街若手リーダー養
成の実現に向けて順調に進
んでいます。商い未来塾、
商店街地域連携モデル事業
等により、商店街の活性化
及び人材育成を図りまし
た。

１　経営指導・相談の推進
相談室が新規に設置されるなど、地域の特
性や個々の経営に応じた、きめ細かな経営
指導が図られました。
２　中小企業等に対する金融支援の推進
　　近年の金融環境の変化の中で、中小企
業金融の円滑化と多様化を図り、金融面か
ら中小企業に不足する経営資源を適時、適
切に支援するためには、利用者の利便性に
配慮した制度融資の貸付要件等の見直しは
もとより、企業再生支援資金の本格展開や
千葉県版貸付債権担保証券（CLO）の定着に
向けた重点的取組等を強化することは、地
域経済の再生の視点で中小企業の活性化に
つながります。そのため、企業再生支援資
金を創設したほか、昨年度に引き続き、第2
回千葉県版CLOを実施するなどして資金調達
機会の確保を図りました。
　○ 融資制度全体の融資実績（平成17年2
月末現在）：24,260件179,712百万円
　○ 主な資金別の融資実績
・企業再生支援資金（平成17年2月末現
在）：2件100百万円
　　・千葉県版CLO活用融資（平成16年度
中）： 486件15,053百万円
　　・魅力ある観光施設づくり資金（平成
17年2月末現在）： 1件50百万円
３　中小企業に対する経営革新計画の促進
経営革新計画承認件数が、目標であった１
００件を超えました。
４　商業振興と人材育成の促進
　　商店街の次代を担う若手リーダーを育
成するため、計１０回の講義からなる「商
い未来塾」を実施しました。所定の課程を
修了した１４名は、それぞれの地域や商店
街の活性化に意欲を見せており、今後の活
躍が期待されます。
また、商店街と地域との連携強化を支援す
るため、「商店街地域連携モデル事業」を
実施しました。商店街と地域が連携した活
性化プランを公募し、その中から事業効果
が高いと認められる５件について、商店街
再生のモデル事業として、その実現化を支
援しました。併せて、こうした新しい取組
を県内各地に波及させるとともに市町村の
施策に反映するよう情報提供に努めまし
た。

１　経営指導・相談の推進
・情報ネットワークシステムの整備促進や
事業連携、広域連携により効率的な運用を
図り、ニーズへの対応に取り組みます。
２　中小企業等に対する金融支援の推進
・中小企業者の円滑な資金調達を確保する
ため、当面は、現状の融資条件等により事
業を継続するとともに、金融機関及び信用
保証協会と連携し、利便性の向上を検討し
ます。
　　　また、CLO活用融資の新たな展開に向
けて、より多くの貸付債権プールの造成と
それによる証券化コストの低減、部分保証
型での実施等に対応するため、中小企業金
融公庫や他都道府県との広域連携も視野に
入れて地元金融機関等と調整を図るととも
に、その実現可能性を検討していく必要が
あります。
３　中小企業に対する経営革新計画の促進
・現状の取組方法を維持しながら、制度の
周知と支援機関相互の連携の拡大に努めま
す。
４　商業振興と人材育成の促進
・商店街を取り巻く環境の変化に即応する
ため、今後も内容や手法の充実を図りなが
ら、地域との結びつきによる商店街づくり
へ向けた支援を実施していきます。

商店街の再生・活性化を図る
ため商店街リーダーの養成及
び地域との連携強化のための
支援を行います。また、大型
店出店に係る届出事項につい
ては、審議会に諮問して適正
な運営を図ります。

Ａ　拡大中小企業の事業活動
支援
（経営支援課）

１　経営指導・相談の推進
・専門性の高い指導などニーズが多様化す
る中での、より効率的な指導を進める必要
があります。
２　中小企業等に対する金融支援の推進
・企業再生支援資金や魅力ある観光施設づ
くり資金の利用拡大を図ります。
また、中小企業振興融資資金に係る融資条
件等は適時、適切な見直しを検討していく
必要があります。
３　中小企業に対する経営革新計画の促進
・県の周知活動と中小企業者の経営革新へ
の取組がタイミング良く一致すると申請件
数が増加することから、多くの機会を確保
し周知する必要があります。
・平成１７年４月から経営革新支援法が新
事業活動促進法に改正され、計画の承認要
件や様式、支援策が一部変更となりました
ので、新法の周知をこれまで以上に進めて
いく必要があります。
４　商業振興と人材育成の促進
・商業振興と人材育成については、長期間
を要するものであり、推進の途中にあるの
で、引き続き、地域との結びつきによる商
店街づくりへ向けた支援を進める必要があ
ります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

産学官連携による共同研究数（産業支
援技術研究所及び東葛テクノプラザの
累計）

Ａ

特許移転件数（知的所有権センターに
よる累計）

Ａ

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

Ｂ

県内IT企業の開業率
（ソフト系IT産業実態調査　：国土交
通省）

Ｃ

企業訪問の実施回数 Ｃ

企業の誘致件数 Ｂ

企業立地補助金 Ｃ

Ｂ　改善２１世紀型新産業へ
の展開
（産業振興課）

県内企業の立地促進のた
め、企業訪問を定期的に行
うことなどにより、一定の
成果が上がりました。
一方企業立地補助金につい
ては、目標額には到達して
いないが、来年度以降は、
補助対象の増加が見込まれ
ます。

Ａ　拡大１　企業誘致施策体系の整備
　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。
２　外資系企業誘致の推進
　外資系企業の進出拠点を提供するため外
資系企業スタートアップセンターを拡充す
るとともに、国の「先進的対内直接投資推
進事業」を活用して、姉妹州等から米国企
業を招へいして投資環境を紹介するなど、
外資系企業誘致を戦略的に行いました。

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１
７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。

条例及び基本方針を効果的に展開するた
め、５つの施策の柱ごとにその具体化を図
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。

Ａ　拡大企業立地の促進
（企業立地課）

Ｂ　改善１　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。
２　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。
３　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。

１　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。
２　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。
３　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。

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、
県内産業の均衡ある発展に努
めてきたところです。
今後は、これを基盤として国
際競争力を持った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
続的な発展を目指してゆきま
す。

２１世紀型新産業への展開
にむけて概ね順調に進んで
いますが、一部に課題があ
ります。県の取り組みにつ
いては、①産学官連携によ
る共同研究数（産業支援技
術研究所及び東葛テクノプ
ラザの累計）が１４年度か
ら２年間で６０件増加した
こと、②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
ことなど一定の成果をあげ
ることができました。一
方、バイオベンチャー企業
数については、前年度に比
べ２件増加しましたが目標
の達成にむけては不十分な
状況です。さらに、県内IT
企業の開業率は基準年に比
べても２．３％減少してお
り目標達成には不十分な状
況です。なお、IT企業開業
率は全国的にも低下（平均
３．５％）している状況で
す。

１　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。
２　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。
３　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。

地域経済の活性化と雇用の創
出を図るため、企業の県内立
地促進を目指します。

42



検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

企業訪問活動（国内企業） Ａ

企業訪問活動（外資系企業） Ａ

企業等誘致件数 Ｂ

貸研究施設整備件数 Ｂ

立地企業の満足度 Ｂ

かずさＤＮＡ研究所の共同研究プロ
ジェクト件数

Ａ

共同研究施設整備件数 Ａ

県内へ進出する企業と立地済企業とが提携
し、企業立地による地域への経済波及効果
を確実なものとするよう努めます。

県内へ進出する企業と立地済企業とが提携
できるような商談会を開催します。

県内に立地済の企業を個別
訪問し、事業活動上の課題
やニーズを確認し、その解
決に努めました。

Ｂ　改善

１　研究開発活動の活性化
　　かずさＤＮＡ研究所等の研究成果を活
用し、産業化･実用化を目指した産学官共同
研究を進めていくため、大学・企業との連
携体制の確立と研究資金の獲得に向けた連
絡調整に重点的に取組みます。かずさＤＮ
Ａ研究所との連携が不可欠なことから、産
業振興課に事業主体を移します。
２　共同研究施設の整備
　　かずさＤＮＡ研究所等の研究成果を活
用した共同研究を円滑に推進するための整
備は１６年度に概ね終了し、１７年５月に
「かずさＤＮＡ研究所バイオ共同研究開発
センター」として開所しました。今後は、
かずさＤＮＡ研究所の附属施設として、こ
の施設を最大限に活用し多くの共同研究を
進めます。

Ｂ　改善

Ｂ　改善

Ｂ　改善

Ｂ　改善かずさアカデミアパークの
整備及び研究所等の集積の
促進に向けて概ね順調に進
んでいますが､一部に課題
があります。県の取組みに
ついては、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
ができました。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、一部不十分な地
域があります｡
　なお、かずさアカデミア
パークの整備及び研究所等
の集積の促進には、国内経
済の動向や企業の設備投資
意欲という要因が強く影響
します。

Ｂ　改善かずさバイオコンビ
ナート事業の推進
（企業立地課）

かずさアカデミア
パークの整備及び研
究所等の集積の促進
（企業立地課）

立地済企業のフォ
ローアップ
（企業立地課）

１　研究所・企業の集積促進
かずさアカデミアパークに研究所・企業等
を集積するためには、国内外への知名度を
高める必要があります。そのため、５月に
バイオ業界ではアジア最大級の展示会｢国際
バイオＥＸＰＯ｣に出展し、９月には総合国
際バイオイベント「バイオジャパン２００
４」に出展するとともに、シンポジウムを
開催し９６名が参加しました。また、７月
と２月に「かずさアカデミアパーク現地視
察会」を実施し、合計１１３名が参加しま
した。パークのセンター施設であるかずさ
アークでのコンベンション等の誘致に努
め、国際会議等を５１件開催しました。そ
の結果パークの知名度は向上しましたが、
企業誘致に結び付けるには一層の努力が必
要な状況です。
２　研究・交流の活性化、
　　貸研究設備等にベンチャー企業が入居
ししやすい制度を整えることは､研究の活性
化につながります。そのため企業等に対し
賃料の補助を実施し、研究･交流活動を支援
しました。一部設備に空室がみられます
が、３件の新たな入居という成果がありま
した｡
３　魅力ある都市基盤・居住環境等の整備
　　立地企業に魅力ある環境整備を図るこ
とは、企業の立地促進につながります。
パークの交通利便性向上のため､木更津駅か
らの新規バス路線を開設しました。情報通
信基盤の向上のため、かずさアークでの高
速通信サービスの利用を開始しましたが、
パーク内全域へのサービス供用はできませ
んでした。また、パーク内の居住環境を整
えるため、長期滞在施設の整備を行い１７
年６月から入居開始の予定です。
４　土地利用の効率化
　　パーク内の適正な用地管理のため、公
的施設等用地の賃料見直しを行うととも
に、草刈りや巡回警備等を実施しました。

１　研究所・企業の集積促進
引続きかずさアカデミアパークの知名度向
上のため展示会等への出展を実施します
が、研究所等の集積促進には、国内経済の
動向や企業の設備投資意欲という要因が強
く影響します。そのため、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　研究・交流の活性化、
　　引続き貸研究設備等にベンチャー企業
が入居しやすい制度を実施し、研究・交流
活動を支援しますが、国内経済の動向や企
業の設備投資意欲という要因が影響しま
す。そのため、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。
３　魅力ある都市基盤・居住環境等の整備
　　交通利便性向上、情報通信基盤の向上
を図リ、魅力ある都市基盤を整備するため
関係事業者への働きかけを強化する必要が
あります。
４　土地利用の効率化
　　パーク内への廃棄物の不法投棄等を未
然に防止するため、巡回警備の実施など、
適正な用地管理が必要です。

１　研究所・企業の集積促進
かずさアカデミアパークの知名度を向上し
独自の魅力を惹起するため、産学官共同で
産業化にむけた研究を実施するかずさバイ
オコンビナート事業を支援し、効果的な誘
致や宣伝活動に取組みます｡
２　研究・交流の活性化、
　　貸研究設備等にベンチャー企業が入居
しやすい制度を実施するとともに、かずさ
バイオコンビナート事業を支援し、研究・
交流活動の活性化に取組みます。
３　魅力ある都市基盤・居住環境等の整備
　　魅力ある都市基盤を整備するため、引
続き関係事業者への働きかけを実施しま
す。
４　土地利用の効率化
　　引続き草刈りや巡回警備等の実施によ
り、パーク内の適正な用地管理に努めま
す。

１　研究開発活動の活性化
　　公的研究資金を活用した産業化･実用化
を目指した産学官共同研究プロジェクトを
２件提案し、うち1件は７月に採択され、プ
ロジェクトが開始しています。
２　共同研究施設の整備
　　最新の分析設備を備えた共同研究施設
「かずさＤＮＡ研究所バイオ共同研究開発
センター」を整備しました。（１７年５月
開所）

１　研究開発活動の活性化
　　かずさアカデミアパーク内の研究開発
活動を活性化するため、１６年度は産業化･
実用化を目指した産学官共同研究プロジェ
クトを、公的研究資金を活用して進めまし
た。引き続き、大学・企業との連携体制の
確立と研究資金の獲得に向けた連絡調整を
図り、産業化･実用化を目指した共同研究を
進めていく必要があります。
２　共同研究施設の整備
　　かずさＤＮＡ研究所等の研究成果を活
用した共同研究を円滑に推進するため、１
６年度に最新の分析設備を備えた共同研究
施設を整備しました。今後は、この施設を
活用し多くの共同研究を進めパーク全体を
活性化していく必要があります。

かずさアカデミアパークの新
たな展開を図るため、かずさ
ＤＮＡ研究所等の研究成果を
活用し、県内外の大学・企業
と連携して実用化に向けた共
同研究プロジェクトを立ち上
げるとともに、研究の場とな
る施設を整備します。

かずさバイオコンビナート
事業の推進に向けて順調に
進んでいます。その理由と
して、①かずさＤＮＡ研究
所の研究成果を活用した産
学官の共同研究プロジェク
トが予定通り採択されてい
ること、②共同研究施設で
ある「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
したことが挙げられます。

立地済企業の本県への定着を
図るため、企業訪問活動等に
より、事業活動・研究開発活
動に伴うニーズや諸課題に対
応します。

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。

かずさアカデミアパークを先
端技術産業の国際的研究開発
拠点として形成し、新産業の
創出等を通じて経済の活性化
を図ります。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

高圧ガス保安検査、立入検査
の実施及び保安講習会の開催

Ａ

高圧ガス事故時の応急体制の整備及び
保安啓発事業の実施

Ａ

大臣認定事業所への誘導 Ａ

特区認定申請への支援 Ａ

裸地の拡大防止のための中長期計画の
施行

Ａ

適正採取検討会議による認可基準や国
有林の扱いなど採取のあり方のとりま
とめ

Ａ

未廃止採取場の廃止促進 Ａ

緊急地域雇用創出特別基金事業を活用
した違反行為の早期発見及び未然防止

Ａ

火薬類製造事業所等への保安検査、立
入検査の実施及び保安講習会の開催

Ａ

登録電気工事店への立入検査の実施 Ａ

・適正計量を推進します。

特定計量器の検査・検定 Ａ

Ａ　拡大 Ａ　拡大産業保安対策の推進
（保安課）

防災訓練や保安講習会、立
入検査などの実施により保
安確保の啓発、指導を行
い、自主保安意識の高揚を
図ることができました。

・ 防災訓練や保安講習会、立ち入り検査な
どの実施により自主保安意識の高揚が図れ
ました。
・ 巡回パトロールで砂利等の無許可採取を
２件発見し、適切に指導しました。

・ 業界全体としての高圧ガスの保安要員の
年齢構成がアンバランスであり、数年後の
大量定年退職者の発生による保安レベルの
低下を防ぐ必要があります。
・ 緊急地域雇用創出特別基金事業が廃止さ
れたので、巡回監視パトロールができなく
なります。

・高圧ガスの事故を未然に防
止するため、高圧ガス事業所
の保安活動を支援するととも
に、全国有数の規模を誇る県
内コンビナート事業所の国際
競争力を向上させるため高圧
ガス事業所の大臣認定事業所
への誘導及び特区認定申請を
支援します。

・県民の自然環境保全意識の
高まりを受け土石砂利の適正
採取に取り組むとともに、残
土や産業廃棄物等不法投棄の
温床になりやすい未廃止採取
場の廃止を促進します。

・火薬類事業所の自主保安活
動の支援と電気保安対策を推
進します。

・ 保安技術の向上や保安意識の高揚をさら
に推進するため、各種保安関係団体と連携
してさまざまな機会を通じて後継者育成の
促進や指導教育を行っていきます。
・ 職員による立入検査等の機会に、監視パ
トロールを実施していきます。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

観光客入込数 Ｃ

観光消費総額 －

コンベンションの誘致やコン
ベンション主催者に対する支
援等を行い，コンベンション
の振興を図り，地域経済の活
性化と文化の向上させます。

コンベンション等誘致件数 Ａ

メッセ展示会等開催件数 Ｂ

コンベンションの推
進
（観光課）

幕張メッセの利用促進を図
り，以って，県内産業の育
成・支援や，国際的な人材，
情報，文化交流を促進しま
す。

【県内コンベンションの振
興】
　中期計画初年度として，
誘致目標90件に対して91件
と順調に推移した。
【幕張メッセの利用促進】
　幕張メッセ国際展示場
は，ほぼ前年度並みに，展
示会等開催件数121件と順
調に推移した。

Ａ　拡大　観光立県千葉の実現に向
けて概ね順調に進んでい
る。この理由として，観光
立県千葉モデル推進事業，
全国キャンペーンの展開，
観光立県ちば推進ビジョン
の策定，外客誘致事業及び
外国人観光客の受入体制の
整備等の事業を実施した。
また，CLUB CHIBAでは健康
づくりふるさととしての事
業展開及び県内経済の活性
化を図ることが課題であ
る。
観光消費総額は，平成16年
調査から観光入込調査の調
査方法を大幅に変更し、一
人あたり消費額×実人数で
算出することとした。この
ため、目標設定時点と積算
方法が異なり、単純な比較
ができなくなった。

１　２１世紀型の新しい観光地づくり
　①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た。
　②勝浦では，専門家のアドバイスに基づ
き｢勝浦ビックひなまつり｣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った。
　③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　観光千葉ブランドの発信
　①ちば観光プロモーション協議会の設
立。
　②北海道プロモーション：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。また，1月に
　実施した札幌市内での観光プロモーショ
ンでは，NHKなど3局での生出演を含め，７
つの番組で取り上げられた。
　③韓国，台湾において，旅行ツアーが造
成された。
　④韓国の一般紙，雑誌，台湾の雑誌に本
県観光について記事が掲載された。
３　受入体制と基盤づくり
　①地域活性の企画案が12案作成され，そ
のうち2案が実現可能である。
　②観光地相互のネットワークが構築され
た。
　③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
られた。
　④国土交通省が主催するキャンペーン｢
YOKOSO!JAPAN WEEKS」を連携し，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
献した。
４　その他の事業・事務
　①これにより，全県的な観光振興に取り
組むための方向性を明らかにすることがで
き，併せて｢観光立
　県ちば推進協議会｣の開催を通じて，県内
の観光関連業者，交通事業者，経済団体等
との連携体制を構
　築できた。

１　２１世紀型の新しい観光地づくり
　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。
　②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
　要である。
　③健康ちば旅倶楽部(CLUB CHIBA)会員数
の伸び悩み
　　将来，民間に事業を移管するために
は，一定の会員数を確保することが必要で
ある。
３　受入体制と基盤づくり
　①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
整備を更に改善す
　る必要がある。
４　その他の事業・事務
　・観光客入込数を増加させ，消費金額の
増加にもつなげるためには，地域の人々が
地域資源などを再
　認識し，連携して魅力を高めるととも
に，ホスピタリティを持って観光客を受け
入れることが必要な
　ことから，地域の課題を確認し全体的に
改善する必要がある。

１　２１世紀型の新しい観光地づくり
　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
努める。
　②会員制組織の管理運営を継続するとと
もに，会員拡大に重点を置いて取り組む。
　③健康ちば旅倶楽部(CLUB CHIBA)会員数
の伸び悩み
　　今後，県，JTB等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
取り組む。
２　観光千葉ブランドの発信
　①全国宣伝販売促進会議・DCに向けた具
体的な部会運営を加速させ，目標達成の遅
れを取り戻す。
　②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
を行う。
３　受入体制と基盤づくり
　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する。
　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
を図る。
　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る。
４　その他の事業・事務
　・地域の様々な取組みを活かした観光振
興策の構築を促すため，地域の課題検討や
先進事例等の情報
　提供や有識者との意見交換の場を設置す
る。

観光を産業の主要な柱として
位置付け，観光立県千葉の実
現を図るために，２１世紀型
の新しい観光需用に対応した
観光地づくりを進めます。

産業の柱としての新
たな観光の振興
（観光課）

Ｂ　改善Ｂ　改善

Ａ　拡大

１　県内コンベンションの振興
　16年度は91件(国際会議22件，国内会議63
件，展示イベント6件)及びＣＣＢの利用促
進のため，千葉大学等の教員を対象にコン
ベンションセミナーを開催した。

２　幕張メッセの利用促進
　16年度，通算来場者数が９千万人を突破
した。
　国際展示場の受動喫煙対策，バリアフ
リー対策（エレベーター設置）を実施する
など，利用者・来場者に快適な環境づくり
を行なった。
　夏季閑散期には，「驚異の大恐竜博」を
誘致し，２か月間で約５０万人が来場し
た。

１　県内コンベンションの振興
　千葉県ならではの新規支援メニューを開
発し，誘致件数を高め，中でも国際会議の
比率を押し上げる必要がある。

２　幕張メッセの利用促進
　引き続き，新規案件の誘致に努めるとと
もに，首都圏競合施設の交通アクセス改善
状況に対応するため，りんかい線と京葉線
の乗り入れなど，アクセス改善を関係機関
に求めていく。

１　県内コンベンションの振興
　マーケティング機能を最大限活かした誘
致活動の効率化を徹底し，更に関係機関と
の連携を強化し，
他都市との競合に打ち勝つ努力をする。

２　幕張メッセの利用促進
　関係機関との連携強化
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

緊急地域雇用創出特別基金事業補助金
による新規雇用人数

Ａ

若年者向け就業支援センターの設置
(新規事業)

Ａ

無料職業紹介事業の指針　策定(新規
事業)

Ｃ

地域雇用促進及び高度技能活用安定会
議の開催数

Ａ

再就職支援センターの就職相談の件数 Ｃ

障害者就業支援キャリアセンターの入
所者数及び就職相談の件数

Ａ

障害者就業支援戦略会議の開催数 Ｂ

特例子会社設置数 Ｂ

シルバー人材センターの設置市町村数 Ｃ

・基金事業については、県
や市町村が創意工夫をし
て、県内全域で雇用対策に
取り組み、４ヵ年で県・
市町村全体で１，４４３事
業を実施し、雇用目標であ
る21,000人を上回る、約
24,000人の新規雇用を創出
するなど、一定の成果をあ
げることができました。
・若者向け就業支援セン
ターを多くの若年者が訪れ
やすく、交通の利便性が良
いＪＲ船橋駅前に設置する
とともに、経済産業省及び
厚生労働省への支援措置を
求めて、企画提案書の提出
等の働きかけを実施した結
果、経済産業省のモデル地
域に指定されるとともに、
厚生労働省からも支援措置
に加え、ハロー　　ワーク
が併設されることとなっ
た。
・無料職業紹介事業の指針
策定については、委託事業
で委託先が許可を得て実施
している事業が２事業
あり、また、他に３市で許
可を得て直接無料職業紹介
を実施しているなど、既に
制度の活用が 図られてい
ることから、策定は要しな
いものと考えています。

雇用対策の推進
（雇用労働課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善県内の雇用情勢は、有効求人
倍率が全国平均を下回る水準
で推移するなど、依然として
厳しい状況が続いています。
そのため、失業者が増加する
主な要因である雇用のミス
マッチの解消による労働移動
の円滑化を図る施策や公共部
門での緊急的雇用創出など、
総合的な雇用対策の　　企
画・調整を行います。

長引く景気の低迷により完
全失業率が高水準で推移し
ている雇用情勢の中で、失
業者や高齢者向けの就業支
援体制を確立するとともに、
障害者雇用を促進するため
の機能の充実を図り、求職
者が早期に就業できるような
支援策を展開します。また、
事業者が新たな人材の確保
を円滑に進められるように助
成金制度の活用を促進しま
す。

・基金事業については、県や市町村が創意
工夫をして、県内全域で雇用対策に取り組
み、４ヵ年で県・　　　市町村全体で１，
４４３事業を実施し、雇用目標である
21,000人を上回る、約24,000人の新規雇用
を創出しました。
・若者向け就業支援センターを多くの若年
者が訪れやすく、交通の利便性が良いＪＲ
船橋駅前に設置　　するとともに、経済産
業省及び厚生労働省への支援措置を求め
て、企画提案書の提出等の働きかけを実施
した結果、経済産業省のモデル地域に指定
されるとともに、厚生労働省からも支援措
置に加え、ハローワークが併設されること
となりました。

経済産業省から指定を受けているモデル事
業は、３年間で財政的な支援措置（事業の
委託）が終了することから、ちば若者キャ
リアセンターが平成１９年度からの自立に
向けた検討を進める必要がある。

・経済産業省のモデル事業として、モデル
地域の指定及び構成労働省から事業委託を
受けることが決定したことから、教育､雇
用､産業政策の横断的な連携を強化しなが
ら、就業支援､職業観の醸成及び職業能力開
発を進め、時代を担う若年の産業人材育成
面の施策を進めます。
・「県民再就職支援センター」について
は、千葉センターを「ちばキャリアアップ
センター」に統合し、松戸センターについ
ては、厚生労働省の「地域求職援助事業」
として再就職支援事業実施することによ
り、就業支援・能力開発相談を拡充し、職
業に関する総合的な相談窓口機能を果たし
ます。
また臨時的・短期的な就業機会として、シ
ルバー人材センターの充実のほか、職業相
談室を設置し、高齢者の就職相談に応じま
す。
・障害者就業キャリアセンター事業の充実
を図り、千葉労働局をはじめ、関係機関と
のネットワーク化の構築とともとに、それ
ぞれの障害の特性に配慮しながら、福祉的
就労から一般的就労へ、さらにはその逆と
いう「双方向性」の確保に取り組みます。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

労働相談件数 Ａ

「千葉県の賃金事情」の有償配布数 Ｂ

労働大学講座受講者数 Ａ

労働者福祉資金融資制度の貸付者数 Ｂ

中小企業労働施策アドバイザーの活動
日数

Ａ

男女雇用機会均等セミナー等の参加者
数

Ｃ

労働者福祉の向上
（雇用労働課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

中小企業に働く労働者の豊か
で充実した生活の安定と自主
的福祉活動を推進するととも
に、事業所の経営の安定や災
害防止等の啓発を促進しま
す。

働く女性の職場環境をより良
くするため、企業の労務担当
者等を対象としたセミナーを
開催し、男女雇用機会均等法
等の周知徹底を図ります。

労使間のトラブルを未然に防
止し、健全で安定した労使関
係の確立とその定着を促進す
るとともに、県民の皆様が直
面する労働に関する様々な問
題を解決できるよう支援しま
す。

健全で安定した労使関係の
確立とその定着を促進する
ため、労働相談、労働教育
講座、労働関係諸調査等を
実施しました。
また、中小企業に働く労働
者の豊かで充実した生活の
安定と自主的福祉活動を推
進するとともに、事業所の
経営の安定や災害防止等の
啓発を促進しました。
さらに、男女雇用均等法等
の周知徹底を図るため、セ
ミナー等を開催し、女性労
働者等の就業環境を整備し
ました。概ね順調に進んで
います。
・健全で安定した労使関係
の確立には、労働相談には
勤労者に配慮し毎日8時ま
で行い、１，７３７件の相
談があり、県民サービスの
向上を図った。労働教育講
座には（労働大学講座）
261名と前年度ど同数程度
の参加者が受講された。労
働関係諸調査は、労働組合
の動向調査は1834件を実
施、賃上げ、一時金要求、
妥結状況調査を前年度同じ
４００社は行った。
・事業所の経営の安定や災
害防止等の啓発促進には、
事業の広報や啓発の為「労
政ちば」の定期配布を
年間７０，０００部配布し
た。労働者福祉資金融資制
度や勤労者住宅資金の利子
補給734件を実施した。中
小企業勤労者福祉サービス
センターの設置を促進し、
中小企業労働施策アドバイ
ザーによる経営支援60日間
行った。
・男女雇用均等法等の周知
徹底を図るために、均等セ
ミナーを開催し、78人の参
加者があった。しかし
前年度より約200人も少な
いことから今後課題とな
る。

　健全で安定した労使関係については、労
働相談や労働教育講座の開催、労働関係諸
調査などを実施することにより、労使間の
トラブルの未然防止、早期解決等を支援す
ることができた。
2　事業所の経営の安定や災害防止等の啓発
促進には、事業の広報や啓発の為「労政ち
ば」の定期配布した。さらに労働者福祉資
金融資制度や勤労者住宅資金の利子補給を
実施した。中小企業勤労者福祉サービスセ
ンターの設置を促進し、中小企業労働施策
アドバイザーによる経営支援を行った。
3　男女雇用均等法等の周知徹底を図るため
に、男女雇用均等セミナーを開催し、78人
の参加者があった。しかし前年度より約200
人も少ないことから今後課題となる。

男女雇用均等法等の周知徹底を図るため
に、男女雇用均等セミナーを開催し、78人
の参加者があった。しかし前年度より約200
人も少ないことから今後課題となる。

・労働相談については、広報誌等を活用し
た事業のＰＲに努め、より多くの県民の皆
様が労働　　相談センターを利用し、様々
な問題が早期に解決されるよう努めます。
・労働大学講座については、県民への周知
に努め、受講者の増加を図ることにより、
より多くの方々が労働問題に関する正しい
知識を習得できるよう内容を充実して開催
します。
・「労政ちば」については、ホームページ
を活用して広く一般県民に広報するほか、
定期配布　　　希望者の拡大を図ることと
します。
・労務改善については、労務診断を経営者
等に対し、パンフレットとポスターで周知
し、利用　　　促進に努めるとともに、実
施体制の充実を図ります。
・労働者福祉資金融資については、中小企
業労働者の生活資金の需要に対処するとと
もに、離職した労働者の生活の安定と求職
活動に専念する機会を確保するため、生活
資金の融資の普及　促進を図ります。
・仕事と子育ての両立を図るための就業環
境整備については、「次世代育成支援対策
推進法」及び同朋に基づく地域計画(千葉県
次世代育成支援行動計画)に沿って必要な就
業環境の整備の普及啓発を講じます。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

ﾃｸﾉﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ利用者数 Ａ

技能五輪地方大会参加者数 Ｂ

技能検定受験者数（うち若者(30歳未
満)の受験者数）

Ａ

一般及び障害者高等技術専門校の定員
充足率及び就職率

Ａ

委託訓練の定員充足率、就職率 Ｃ

公共職業訓練の実施
（産業人材課）

産業人材の育成
（産業人材課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

Ｂ　改善 Ｂ　改善・ 技能検定制度を広く県民に周知し、技能
検定受験者を増やすことにより、熟練技能
者を育成していきます。
・　テクノピラミッドでは、講座内容を県
民・事業所のニーズに対応するよう充実に
努めます。

１　委託訓練の充足率の向上
　民間教育訓練機関から訓練コースを公募
して委託先を選定しております。この選定
にあたって、就職に直ちに結びつくか、ま
た、応募者数がある程度見込めるか等につ
いて内容を審査してまいります。

現下の雇用環境を踏まえ、必
要とする人々に有用な職業訓
練サービスを提供することに
より、就業を確保し、生活の
安定を図ります。

中小企業の経営環境を整備す
る観点から、ものづくり技能
の向上・承継と基幹人材等の
計画的育成及び県民・事業所
の主体的取組を支援し、企業
の競争力を強め、産業の活性
化を図ります。

　公共職業訓練については
概ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。県の取組みについて
は、一般及び障害者高等技
術専門校の定員充足率は平
成１５年度より４．８％増
加し、７９．８％となりま
したが、委託訓練の充足率
については、平成１５年度
より０．９％低下し、目標
を達成することができませ
んでした。これは、訓練
コースによって応募者数が
多いものとか定員数を始め
から下回るもの等の偏りが
あったためです。

１　有用な職業訓練サービスの提供
　県内の失業率の低下や県民各自の適性に
あった仕事に就けることを目指して、県で
は公共職業訓練を実施しています。
　平成１６年度において、県立の高等技術
専門校では、募集定員８１３名のところ
１，３１４名の応募があり、実際に入校し
た者は６４９名でした。また、委託訓練で
は、募集定員１，０５０名のところ
１，２６６名の応募があり、実際に受講し
た者は８３１名でした。

１　委託訓練の充足率の向上
　民間教育訓練機関を活用した委託訓練に
ついては、多様な訓練コースを提供するこ
とができ、県民が自分の適性にあったもの
を選択できるメリットがあります。平成１
６年度は、結果として目標としていた充足
率には達しませんでした。

産業人材の育成について
は、概ね順調に進んでいま
す。その理由として、テク
ノピラミッド利用者数は個
人利用においては前年度よ
り７％減少したものの事業
所利用は17％増加し、技能
検定受験者数は前年度より
32％増加しています。しか
し、技能五輪地方大会参加
者は前年度と同じであり、
目標に達しなかったことか
らものづくり技能の向上に
は不十分な状況にありま
す。

１　ものづくり技能の向上と承継について
　技能者の技能向上意欲を高め、ものづく
りの中心となる熟練した技能労働者を育成
するため、技能労働者がもつ技能を適性に
評価することが重要です。そのために、技
能検定や技能五輪を実施しました。技能検
定は3，847人が受験し、うち30歳未満の若
者の受験者は前年度より202人多い1,177人
が受験しました。また、技能五輪地方大会
は33人が参加しました。その結果、ものづ
くり技能の向上と承継が推進されました。
２　基幹人材等の計画的育成及び県民・事
業所の主体的取組への支援について
職業能力開発やキャリア形成に対する自己
責任が重視され、また従業員のスキルアッ
プを図りたい事業所が増加していることか
ら、テクノピラミッドでは182講座を開催
し、県民・事業所の職業能力開発やキャリ
ア形成を図るための支援を行いました。そ
の結果、個人利用は目標には達しませんで
したが、事業所利用は前年度より17％増加
するという成果をあげました。

・ 技能検定､技能五輪の参加者の拡大及び
テクノピラミッドの利用者を増加させるた
め、制度の周知を図る必要があります。
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部名：　　農　林　水　産　部　

部内組織・定数、人事の管理
予算・決算の管理
県議会に関する事務
試験研究・公共事業評価　等
を行います。

部内職員の業務等の遂行状況を把握
し、適正な組織運営に努めます。

Ａ

農林水産部内の試験研究機関
の研究課題を対象に、専門部
会を開催して、外部委員によ
る評価を行い、試験研究機関
における効率的・効果的な試
験研究を実施します。

千葉県試験研究機関評価委員会におい
て検討されます。

Ａ

公共事業の効率的な執行及び
透明性の確保を図ります。 公共事業評価委員会において、事業評

価が適正に実施されている旨の意見を
得ることとします。

Ａ

農林水産政策の立案・調整
国への要望
ＨＰの運用
等を行い政策立案をします。

関係部局・部内職員に必要な情報が共
有されるよう、迅速な情報の収集・提
供による、政策立案を行います。

Ａ

ＢＳＥの発生予防対策と原因
究明を図ることにより、肉用
牛生産と酪農および牛肉の加
工流通販売産業の健全な発展
を図ります。

死亡牛（24か月齢以上）検査実施率 Ａ

食用牛のＢＳＥ全頭検査によ
り、県民に安全な食肉を安心
して食べてもらいます。 食用牛全頭検査実施率 Ａ

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

食の安全・安心対策
（畜産課）

内閣府食品安全委員会の国内対策見直しの
検討状況･リスク評価を注視して、BSE全頭
検査見直しへ対応し、答申結果（17年５月
頃予定）により、県内のBSE検査体制の検討
を行います。

内部管理業務を適切に実施
しました。
その理由として①他部局や
部内各課と連携し、農林水
産政策の推進を図るととも
に適正な組織運営に努めた
こと、②試験研究機関評価
の実施により効率的な試験
研究体制の整備に努めたこ
と、③公共事業評価の実施
により公共事業の効率的な
執行及び透明性の確保を
図ったことなどが挙げられ
ます。
　

内部管理業務
（農林水産政策課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

食の安全・安心対策につい
ては、食用牛の全頭検査を
100％実施するなど適切に
実施しました。

食用牛全頭検査を実施しました。
県内におけるBSE対策リスクコミュニケー
ション（主催：県、内閣府食品安全委員
会）等（３回）の開催に協力し、また、BSE
対策の現状と課題検討を解説するスライド
を作成し、BSE対策と牛肉のリスク評価につ
いて県民の理解を促進しました。そのた
め、今年度国内で4例BSE感染牛が確認され
ましたが、県民の消費行動等は落ち着いて
いました。
国のBSE検査対策見直し検討にあたり、県民
から寄せられた不安・意見を踏まえて、全
国で先駆けた国への要望書を提出し、科学
的根拠に基づく制度確立を要請しました。
対策本部（関連５部８課）は、部局横断的
な連携により、施策を推進しました。

国のBSE全頭検査の見直しに伴い県の検査体
制を検討します。
関係機関・団体との連絡調整を進めます。
食の安全・安心に関するリスクコミュニ
ケーション等において、県民のBSE対策に関
する理解を促進します。

新鮮さとおいしさで親しまれ、信頼をもっ
て受け入れられる日本一の安心農産物「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う
とともに、国際化の波に対抗できる力強い
農林水産業の展開を目指し、他部局・部内
各課と連携し、政策の立案・調整、組織運
営を行いました。
試験研究機関評価については、専門部会に
おいて試験研究機関の重点的な研究課題
（２６課題）の評価を行い、効率的・効果
的な試験研究を推進しました。
公共事業評価については、評価委員会を３
回開催し２１地区の評価を行い、公共事業
の効率的な執行及び透明性の確保を図りま
した。
　また、部内組織や定員については、危機
的な財政状況の中で効率的な農林水産業政
策の推進が行われるよう見直しを行い、農
林関係事業の総合的な展開を図り農林業の
発展に資するため、支庁農林振興課、農業
改良普及センター及び土地改良事務所を統
合・再編し、農林振興センターを設置しま
した。

引き続き他部局・部内各課と連携し、政策
の立案・調整、組織運営を行ってまいりま
す。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

資料　４
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

女性の農業委員数 Ｃ

地域における農山漁村女性団体ネット
ワーク数

Ｂ

農林水産業の一層の振興を図
るため、農業開発公社を水産
振興公社に統合します。

公社の統合 Ｃ

水田の利用率 －

多機能型農業公園整備事業着工に向け
た周辺環境調査を実施します。

－

Ａ　拡大 Ａ　拡大生産振興・経営支援
対策
（生産振興課）

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
します。

生産振興・経営支援対策に
ついては、一部に課題があ
ります。
男女共同参画については、
市町村や関係団体に対する
啓発を行うとともに、農林
水産業に携わる女性の社会
参画を推進するための組織
である「千葉県農山漁村女
性団体ネットワーク」や
「千葉県女性農業委員の
会」に対する支援を行った
ことにより、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
性団体ネットワークの動き
が見うけられるようになり
ました。目標に対しては十
分な成果が得られていませ
んが、今後の動きが期待さ
れます。
　新たな米政策の展開につ
いては、14年度に比べ水田
面積が500ヘクタール、水
田への作物作付け延べ面積
が200ヘクタール減少して
いますが、水田の利用率は
０．３ポイント上昇しまし
た。需要に応じた売れる米
づくりとともに増加傾向に
ある不耕作地の解消が引き
続き重要な課題となってい
ます。
しかしながら、公社の統合
については、水産振興公社
との協議が整わず、１６年
度中に統合できませんでし
た。

1 市町村や関係団体に対する啓発を行うと
ともに、農林水産業に携わる女性の社会参
画を推進するための組織である「千葉県農
山漁村女性団体ネットワーク」や「千葉県
女性農業委員の会」に対する支援を行った
ことにより、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
活動の動きが見うけられるようになりまし
た。
2 農業開発公社は合理化を図るため、人員
削減を実施しました。（５名退職）
3 需要に応じた農産物の生産体制と水田高
度利用の確立のためには、１６年から米政
策改革大綱に基づき実施される水田農業構
造改革対策等の円滑な実施と地域の水田農
業の将来設計像である地域水田農業ビジョ
ンの浸透と具体化が必要です。このため、
市町村とJA等を対象とした対策の説明会を
２回開催し事務内容を周知しました。また
地域水田農業ビジョンの推進と実施状況に
かかる市町村、JAとの意見交換会を２回開
催し、地域水田農業ビジョンの実現に向け
た取組を支援しました。更に、市町村、農
協、土地改良区、担い手農家を対象とし、
地域水田農業ビジョンの取組事例、１７年
度の活動方針
など、改革の一層の推進を図るべく、２回
延べ４００人の参加を得て研修会を開催し
ました。
なお、１７年産米の市町村別生産目標数量
は、売れる米づくりと水田農業における構
造改革推進の視点に立って配分しました。

消費者・実需者との連携を基
礎として、農業者の自主的経
営判断に基づく需要に応じた
農産物の生産体制と水田高度
利用の確立を図ります。

Ｅ　大幅に縮小空港周辺地域の農業振興や地
域の活性化を図ります。

地域資源・地域環境対策としてあげた「多
機能型農業公園」と内容が類似し、かつ地
域活性化が期待できる「（仮称）グリーン
ポート　エコ・アグリパーク」を成田国際
空港株式会社が整備することとなったこと
から、多機能型農業公園整備事業を取りや
めることとしました。
県の事業として地域活性化のための施設は
できませんでしたが、今まで行ってきた調
査結果を成田国際空港株式会社の計画に生
かすことができました。

成田国際空港株式会社の計画に対し協力し
てまいります。

地域資源・地域環境対策と
してあげた「多機能型農業
公園」と内容が類似し、か
つ地域活性化が期待できる
「（仮称）グリーンポート
エコ・アグリパーク」を成
田国際空港株式会社が整備
することとなったことか
ら、多機能型農業公園整備
事業を取りやめることとし
ました。
今後は、地域の活性化に向
け、成田国際空港株式会社
の計画に協力してまいりま
す。

地域資源・地域環境
対策
（農林水産政策課）

Ｅ　大幅に縮小

1 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るとともに
今後の動きが期待されていますが、これを
全県的な動きに拡大して目標を達成するた
め、引き続き支援を行う必要があります。
3 地域の水田農業の将来像を描いた「地域
水田農業ビジョン」の理解浸透と集落の合
意形成を図り、農業者の主体的な取り組み
を更に強化する必要があります。

1 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」や
「千葉県女性農業委員の会」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、１
８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。
2 １７年度中の統合に向け水産振興公社と
協議するとともに、農業農村整備等の２６
年度移譲に向け合
理化を図るため、人員削減を実施します。
3 農業者の主体的な取り組みを促進するた
め、１４０のモデル集落において農業者の
話合いと合意形成
による集落農業ビジョンの策定推進を支援
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

農業,漁業協同組合等の運営
の適正化、経営の健全化を確
保するため、厳正な検査と適
切な指導を行います。また、

ヒアリング指導の実施団体数
Ａ
Ｂ

借受希望者に対する融資率 Ａ

農業共済
常例検査実施団体数

Ａ

農協,漁協、森林組合
常例検査実施団体数

Ａ

課内職員の業務等の遂行状況を把握
し、適正な組織運営に努めます。
　また、課内職員に必要な情報が共有
されるように、迅速な情報の収集・提
供を行うとともに、連絡調整を行ない
ます。

Ａ

ちばエコ農産物の作付面積 Ａ

ちばエコ農業産地指定 Ａ

ちばエコ農産物品目数 Ａ

食品販売店等における適正表示率 Ａ

ちば食育ボランティアの活動報告数 Ａ

１　ちばエコ農業の推進
・「ちばエコ農産物」の栽培面積、供給量
の更なる拡大を図るため、消費者、流通関
係者、生産者同士の連携強化を図りなが
ら、消費者の需要に応えられる生産体制の
確立を目指します。
２　食の安全・安心体制の整備
　・食品表示の適正化を図るため、引き続
き、食品表示ウォッチャーの設置などによ
り、食品表示に対する啓発・指導の強化を
図ります。
３　食育の推進・食と農林水産業の理解増
進
・食育の推進を図るため、引き続き、「ち
ば食育ボランティア」の食育活動に取り組
む環境の整備を進め、食育推進のための情
報の提供や情報交換の場を通して、「ちば
食育ボランティア」を支援します。

消費者の視点に立った、安全
で安心できる農水産物の生産
と供給が求められています。
消費者への信頼を確保し、消
費者が安心して食品を選択し
購入できるよう「食の安全・
安心システム」の構築を目指
します。

食の安全・安心対策
（安全農業推進課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大食の安全・安心対策を適切
に実施しました。この理由
として、①「ちばエコ農産
物」三倍増運動の実施によ
り、農林振興センター及び
農業総合研究センターと連
携して推進したこと、②食
品表示ウォッチャーの設置
により、食品品質表示の監
視体制を推進したこと、③
講習会や情報交換会を通じ
てちば食育ボランティア活
動を支援したことなどが挙
げられます。

１　ちばエコ農業の推進
品目拡大、基準の策定とともに、産地の指
定、農産物の認証について、関係機関、生
産組織等との連携により、栽培面積は１，
９１３ｈａとなり、今年度の目標面積２，
０００ｈａをほぼ達成しました。
２　食の安全・安心体制の整備
　　食品表示の適正化を図るために、食品
表示ウォッチャーの設置や食品表示に対す
る啓発・指導の強化などを行ってきまし
た。その結果、食品表示の理解は進んでい
ますが、まだ十分とは言えない状況です。
３　食育の推進・食と農林水産業の理解増
進
　　食育を県民運動として盛り上げていく
ため、ボランティアの活動促進、食育協力
企業の募集、シンポジウムの開催、食育推
進ポスターによる啓発などの展開によっ
て、県民の関心が高まるとともに、　食育
ボランティア第2期の応募は第1期と比べて
１，１５８人増加し、３，８０３人の登録
となりました。

１　ちばエコ農業の推進
・申請量の増加に伴い、認証業務量が過剰
状態になってきており、認証体制、認証様
式の改善が早急に必要となっています。
・「ちばエコ農産物」の栽培面積、供給量
の更なる拡大を図るためには、制度の抜本
的な見直しが必要
です。
２　食の安全・安心体制の整備
　・食品表示に対する県民意識が高まる
中、ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化を
推進するため、消費者の理解を深めるとと
もに、一層の啓発・指導の強化を図ること
が必要です。
３　食育の推進・食と農林水産業の理解増
進
・登録された「ちば食育ボランティア」と
ともに、食育の推進を図っていますが、施
策の終了後も、自主的な取り組みが地域に
根付くことが求められており、自主的な運
営がされる地域拠点の育成が求められてい
ます。
・食や健康は行政課題の多くに関わるた
め、子どもや県民に対して、各々の担当領
域を食育の視点で、体験や関心を高めるた
めの施策を取り入れ、生活の質の向上につ
なげることが望まれます。

食育（食材豊富な千葉県に
育った喜びと健康の実感）を
推進します。

Ｃ　現状維持　内部管理業務を適切に実
施しました。その理由とし
て、①課内各室との連絡・
連携を図り、適正な組織運
営に努めたこと、②電子
メール等を積極的に活用し
て情報伝達を迅速に行った
ことなどが挙げられます。

１　内部管理業務
・課内各室が、その使命・役割を発揮でき
るように、連絡・連携を図るとともに、課
内職員の業務等の遂行状況を把握し、適正
な組織運営を行います。
・課の政策の企画・立案にあたって、課内
職員に必要な情報が共有されるように、電
子メール等を積
極的に活用して、迅速な情報の収集・提供
及び連絡調整を行います。

Ｃ　現状維持目標についてはほぼ達成し
たが、沿海漁協の検査報告
が完了していない漁協に対
してのヒアリング指導が実
施できていない。

沿海漁協の検査報告が完了していない漁協
については、検査の時期等から考えて年度
初旬に早急完了できるようにする。

沿海漁協の検査報告が完了していない漁協
については、検査の時期等から考えて年度
初旬に早急完了できるようにする。

今後も、農林水産森林組合の検査対象団体
の経営状況、内部管理体制、前回検査指摘
事項等、検査
対象団体の特殊性を事前に十分検討し、効
果的な指導及び検査を行います。
農業、漁業体に対して、経営の健全化を確
保するため、適正な指導を行い、融資制度
については、
今後も周知徹底を図っていきます。

生産振興・経営支援
対策
（団体指導課）

Ｃ　現状維持

内部管理業務
（安全農業推進課）

農林振興課各室が、その使
命・役割を発揮できるよう
に、適正な組織運営を行いま
す。
また、農林振興課の政策の企
画・立案にあたって、情報の
提供及び連絡調整を行いま
す。

Ｃ　現状維持
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

「千葉ブランド」販売モデル・協力店 Ａ

認定農業者数（経営体） Ｃ

農地利用集積率 Ｃ

農地の利用権設定等面積
（ｈａ）

Ａ

１　「千葉ブランドの確立」に向けた販売
促進対策
　・県産農産物の適正な情報の受発信の基
盤整備を推進し、実需者の利用しやすい供
給体制の整備と市場の活性化に取り組みま
す。
・「ちばエコ農産物」の普及拡大に向け
て、販売協力店の拡大に努めるとともに、
モデル店に野菜ソムリエの配置を進めるな
ど、情報発信の強化に取り組みます。
２　消費拡大対策の推進
　・関係機関・団体との連携により、健康
面に優れたごはん食の普及・定着を推進す
るとともに、水田農業に対する理解増進、
県産農林水産物を活用した日本型食生活の
拡大に取り組みます。
３　流通体制の整備・合理化
・県内卸売市場を生鮮食料品等の基幹的な
ルートと位置付け、市場の競争力の強化と
活性化に取り組　　みます。

本県農業の永続的な発展を図
るため、効率的で安定的な農
業経営体を育成します。

　生産振興・経営支援対策
を適切に実施しましたが、
一部に課題があります。こ
の理由として、①新規就農
総合相談センター（農林振
興課）及び新規就農相談セ
ンター（各農林振興セン
ター、農業開発公社、農業
会議）による就農相談とパ
ソコンシステムによる就農
情報の共有化が図られたこ
とや就農希望者と求人希望
農業法人等が一同に会した
合同面接会の実施により新
規就農支援体制の整備が図
られたこと、②農地売買等
事業については、３．７ｈ
ａの農用地買入、４．８ｈ
ａの売渡を実施し、農地保
有合理化を促進するととも
に、認定農業者等への規模
拡大による水田を主体とし
た経営体の支援（２団体）
をしたこと、③農業経営基
盤強化地域会議や市町村農
業経営改善支援センター現
地検討会等を実施した結
果、認定農業者が２０３経
営体増加するとともに、農
業法人が２１経営体増加し
ました。一方、認定農業者
数、農地利用集積率につい
ては目標に達成しておら
ず、今後、更なる担い手へ
の農地の利用集積を図ると
ともに、安定した農業経営
の担い手を確保していく必
要があります。

１　農林水産業を支える経営体、担い手の
育成
　　新規就農相談センターを設置したこと
により、１８８件の相談があり、うち、５
人が就農計画の認定を取得しました。
　　農地保有化合理化事業により、農地の
集団化ができました。また、新規の利用権
設定等、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利用
が行われました。
　　農業経営基盤強化地域会議等を開催し
たことにより、認定農業者が２０３経営体
（うち８法人）増加するとともに、平成１
５年１１月から平成１６年１０月までの間
に、農業法人が２１経営体増加しました。
　　経営構造対策により、近代的な生産流
通施設を整備し、経営体の育成を図りまし
た。

１　農林水産業を支える経営体、担い手の
育成
　・新規就農者をはじめ、認定農業者等の
担い手の確保をさらに加速化するととも
に、担い手への農地の流動化を図り、規模
拡大を推進して、生産性の高い経営体を育
成していく必要があります。

１　農林水産業を支える経営体、担い手の
育成
・更なる認定農業者の育成・確保と農地の
流動化を図るため、引き続き農業経営基盤
強化促進対策事業等を推進します。

消費者の食の安全や身近で新
鮮な農産物へのニーズが高ま
る中、県内はもとより、首都
圏や全国に向けて県産農産物
の販売促進を展開して、県産
農産物の信頼と評価を高めま
す。

１　「千葉ブランドの確立」に向けた販売
促進対策
　　千産千消として、都市部における販売
拠点づくりや定期市の開催、学校給食での
県産農産物の利用拡大等を推進するととも
に、千産千消ネットワークの構築に向け、
農業団体、実需者等による検討会や課題別
研究会の開催により、全農千葉県本部が集
配センター、加工センター、情報機能を随
時整備していくこととなりました。また、
「ちばエコ農産物」販売協力店の登録や各
種フェア等の実施により、県産農産物に対
する消費者の認知度が高まってきました。
２　消費拡大対策の推進
　　米の消費拡大を図るため、千葉丼創作
クッキングコンテストや親子料理教室の開
催及び各種啓発活動等により、ごはん食の
普及・定着を推進しました。
３　流通体制の整備・合理化
　　県内卸売市場の競争力の強化を図るた
め、参加卸売業者の拡大を進め、ＩＴを活
用した情報取引システムの効果的な活用を
促進しました。また、卸売市場法の一部改
正に伴い、地方卸売市場における品質管理
の高度化の措置等を図るため、千葉県卸売
市場条例を改正しました。

１　「千葉ブランドの確立」に向けた販売
促進対策
・多様な販売形態と様々な消費者ニーズに
対応することが重要であり、食品・外食産
業、ホテルなど、実需者への県産農産物の
供給体制の整備や生産者と実需者との一層
の連携強化が必要です。
・「ちばエコ農産物」に対する消費者の理
解浸透は図られているものの、認知度は決
して高くないので、引き続き積極的な販売
促進活動を行う必要があります。
２　消費拡大対策の推進
　・米の一人当たりの消費量は依然として
減少傾向にあることから、関係機関・団体
との連携により、ごはん食の良さの再認
識、日本型食生活の一層の推進を図る必要
があります。
３　流通体制の整備・合理化
　・県内卸売市場における「ＩＴを活用し
た情報取引システム」の本格稼動に向け
て、参加者の拡大を図る必要があります。

流通販売・消費対策
（安全農業推
進課、生産振興課）

　流通販売・消費対策を適
切に実施しました。この理
由として、①県産農産物の
「千葉ブランド」の象徴で
ある「ちばエコ農産物」の
販売協力店の登録数が目標
を上回ったこと、②千産千
消ネットワークの構築に向
けて、農業団体、実需者等
との検討を重ねたことによ
り、県内で必要となる機能
の整備を関係団体等が積極
的に取り組むようになった
ことなど、「千葉ブラン
ド」の確立に向けて一応の
成果を上げることができま
した。

Ａ　拡大Ａ　拡大

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持生産振興・経営支援
対策
（農業改良課、生産
振興課）

52



目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

グリーン・ブルーツーリズムモデル事
業実施地域

Ａ

グリーン・ブルーツーリズムインスト
ラクター養成数

Ｂ

市民農園開設数 Ａ

農用地区域内農地面積 Ａ

市町村の農業振興地域制度担当者の農業振
興地域制度に対する理解を深め、制度の適
切な運用に資することを目的として研修会
を開催しました。その結果、農業振興地域
整備計画の変更について、従来、法定要件
を判断しなかった市町村が多かったが、研
修後は独自に判断する市町村が増えていま
す。

　農振制度の総合的な理解が深まるよう、
時間配分も含め内容を検討すると共に、他
の土地利用担当部局も対象にする必要があ
ります。

農振制度の理解が深まるよう、他部局と連
携を図りながら、引き続き、研修会を開催
します。

Ｃ　現状維持

地域資源・地域環境
対策
（安全農業推進課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　地域資源・地域環境対策
を概ね適切に実施しまし
た。この理由として、①本
県の豊かな緑と大地・全国
有数の農林水産業などの特
色を活かした都市と農漁村
交流を推進するグリーン・
ブルーツーリズムモデル事
業が県内６地域で実施さ
れ、地域資源の再調査、モ
デルコースの策定、イベン
トの開催を通し、都市と農
漁村の交流が図られたこ
と、②グリーン・ブルー
ツーリズムインストラク
ター養成については、研修
会を開催し、３０人の養成
ができたこと、③市民農園
の開設数は、ＰＲなどを中
心に普及に努めたことによ
り、目標の９７％の１６０
箇所までになったことな
ど、一定の成果をあげるこ
とができました。

１　都市と農山漁村の交流の推進
・広域グリーン・ブルーツーリズムモデル
事業の実施により、県内６地域に核となる
モデル団体が育ち、点を面につなぐ広域で
の受け入れ体制の整備が図られました。
・農林水産物県内交流促進PR・キャラバン
事業やグリーン・ブルーツーリズムin房総
体験事業の実施により、本県の魅力や農林
水産物の消費拡大・ＰＲが行われ、都市と
農村の交流が図られました。
・本県を訪れる方々に、農林漁業体験をは
じめとする様々な自然体験活動を堪能して
いただき、また、満足していただくため、
インストラクターの養成講座を行い、３０
人のインストラクターを養成しました。
２　地域の特性を活かした生産・経営の促
進
・市民農園は、ＰＲなどの普及に努めた結
果、市町村等により１０箇所開設されまし
た。
・地域農林業の振興に著しく貢献した、農
業賞個人４名、農業奨励賞個人４名、団体
２団体に表彰を行いました。
３　中山間地域等の活性化
　・１８市町村で前年度より約１００ｈａ
増の１，１３３ｈａの農地に対して交付金
を支出しました。

生産振興・基盤整備
対策
（農地課）

農業生産の基礎的資源である
とともに、県土保全機能や環
境保全機能を有する優良農地
を確保・保全し、農業の発展
に資することとします。

１　都市と農山漁村の交流の推進
・グリーン・ブルーツーリズムについて
は、市民農園、直売所等の受け入れ体制の
整備やＰＲ活動、イベント等を通じた都市
と農村の交流を行い、推進に努めているも
のの、歴史が浅く、都市住民や県民の方々
に十分に浸透していないことから、今後と
も、市民農園、直売所等の受け入れ体制の
整備やＰＲ活動に努めていく必要がありま
す。
２　地域の特性を活かした生産・経営の促
進
・都市と農村の交流を一層推進するため、
市民農園や直売所等の受け入れ体制整備の
充実・強化を図り、地域の活性化を推進し
ていく必要があります。
３　中山間地域等の活性化
　・緩傾斜農地での取り組みを拡大してい
く必要があります。また、１７年度から２
期目の対策となりましたが、交付要件の見
直し等、制度改正点を関係者に周知してい
く必要があります。

１　都市と農山漁村の交流の推進
・地域グリーン・ブルーツーリズム推進協
議会を核とし、昨年までに実施した広域グ
リーン・ブルーツーリズムモデル事業を、
県下全域に波及・推進するとともに、マス
コミや旅行業者等にＰＲを行うなど、千葉
県型グリーン・ブルーツーリズムの展開を
図ります。また、展開にあたっては、サ
ポートチーム、庁内連絡会議等の推進組織
と連携を取って実施します。
２　地域の特性を活かした生産・経営の促
進
・国庫補助事業を活用し、市民農園や活性
化拠点整備を推進するとともに、農業振興
に著しく貢献した農業者を顕彰し、地域農
業の一層の発展を目指します。
３　中山間地域等の活性化
・県で定めることのできる対象地域（特認
地域）を拡大し、本施策の効果発生地域を
広げます。また、
国、市町村、関係機関との一層の連携強化
を図っていきます。

Ｃ　現状維持

本県の豊かな緑と大地、そし
て全国有数の農林水産業など
の本県の特色を活かした都市
と農漁村交流を展開し、地域
農業の振興を図ります。

生産振興・基盤整備対策の
実現に向けて順調に進んで
います。
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水田のほ場整備率
（標準区画３０a以上）

Ａ

用排水施設の整備後の
効果発生面積(受益面積)

Ａ

多面的機能を持つ水利施設の効果発生
面積(受益面積)

Ａ

土地改良総合整備後の
水田の汎用化面積

Ａ

生産振興・経営支援
対策
（農村整備課）

米の需給動向に応じた多様な
作物が栽培できるように、暗
渠排水等の生産基盤の整備を
行い、水田の汎用化と高度利
用を推進し、食料の安定供給
と生産性の向上を図ります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　生産振興・経営支援対策
（土地改良総合整備事業）
による農業の生産性の向上
や効率的で安定的な農業経
営の実現に向けて、水田の
汎用化が順調に進んでいま
す。

水田の汎用化面積の増加
　土地改良総合整備事業等における暗渠排
水工事実施により、水田の汎用化が促進さ
れ、高度利用が可能となりました。

　汎用化水田の実現に合わせ、営農面で畑
作物導入を進め、高度利用を促進する必要
があります。

　担い手を育成し、農地の高度利用等をさ
らに促進するため、土地の利用集積、導入
作物の検討、
営農組織の設立等の具体的な取組みに向け
た支援を図ります。

意欲のある経営体が効率的か
つ安定的な営農ができる生産
基盤の整備を推進し、農業の
構造改革を加速させ、優良農
地を将来にわたり適切に維
持・保全していきます。

　生産振興・経営支援対策
（農業生産基盤整備の推
進）による農業の生産性の
向上や効率的かつ安定的な
農業経営の実現に向けて順
調に進んでいます。この理
由として、
①農業生産基盤の整備（ほ
場整備）を実施することに
より、２地区が完了し、省
力化・労働生産性の向上が
図られ、収量の増加、安定
生産など農業生産の増大に
大きく寄与しました。
②地域住民及び学校と連携
して田んぼの学校を実施し
たことにより、農業と生態
系の保全に対する理解を深
めました。
③用排水施設の整備につい
ては、厳しい予算の中で効
率的な予算配分とコスト縮
減及び計画の見直しをおこ
ない、平成１６年度に実施
している１８地区のうち７
地区を完了することが出
来、事業の早期効果発現が
図られました。
④土地改良施設の維持管理
により、施設の現況調査及
び機能診断を行い、その結
果に基づき対策工事を実施
したことにより、土地改良
施設の長寿命化が図られま
した。

　地域資源・地域環境対策
（住みよい農村の整備）に
よる農村地域の農業水利施
設の持つ親水機能や良好な
景観の形成の実現に向け順
調に進んでいます。
厳しい予算の中で、効率的
な予算配分と、コスト縮減
及び計画の見直しをおこな
い、当初予定の工期を短縮
して、平成１６年度に実施
している３地区を全て完了
することが出来、事業の早
期効果発現が図られまし
た。

１　住みよい農村の整備
　厳しい予算の中で、効率的な予算配分
と、コスト縮減及び計画の見直しをおこな
い、当初予定の工期を短縮して、平成１６
年度実施の３地区を全て完了することが出
来、事業の早期効果発現が図られました。

１　住みよい農村の整備
整備後の施設の維持管理手法について、地
域住民との話し合いの場を多く持って、管
理体制を確立させる必要があります。

１　住みよい農村の整備
県と地域（市町村等）の役割分担の明確化
を図り、次年度以降に計画される地区にお
いては、より一層のコスト縮減と、効果の
早期発現につながる計画を定める必要があ
ります。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
　経営体育成基盤整備事業により、水田１
８９ｈａのほ場整備を実施し、２地区が完
了しました。このことにより、大・中型の
機械の導入が可能となり、省力化・労働生
産性の向上が図られ、収量の増加、安定生
産など農業生産の増大に大きく寄与しまし
た。
　地域住民及び学校と連携し、課外授業の
一環として田んぼの学校を実施し、将来を
担う学童との交流により、生産基盤の整備
と生態系の保全などの取り組みに対する理
解を深めました。
　また、用排水施設の整備については、厳
しい予算の中で効率的な予算配分とコスト
縮減及び計画の見直しをおこない、平成１
６年度に実施している１８地区のうち７地
区を完了することができました。このこと
により、農地の高度利用、水利用の安定と
合理化が図られるとともに、大雨に対する
排水効果も向上することができました。
２　土地改良施設の維持管理
国営造成施設管理体制整備促進事業におい
て、農業水利施設の持つ多面的機能（農業
以外の効果）について地域住民等に対して
啓発活動を行なった結果、管理主体（土地
改良区等）と関係市町村間で「土地改良施
設維持管理に関する協定書」が締結されま
した。このことにより、市町村から管理費
の一部について定額助成が得られることと
なり、農家負担の軽減が図られました。
　また、農業水利施設保全対策事業につい
ては、施設の現況調査及び機能診断を実施
して、その結果に基づき対策工事を実施し
たことにより、土地改良施設の長寿命化が
図られました。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
・基盤整備実施後の農地利用集積による担
い手育成を図るためには、県、市町村・土
地改良区等の関係機関との連携をさらに強
化し、地域の活性化や新しい村づくりを推
進することが必要です。
・県及び市町村等の財政事情の悪化によ
り、事業地区の完了予定工期が延伸し、事
業効果の早期発現に支障が出ることが予想
されます。
・これまでの土地改良事業は、画一的な整
備手法や、地元の合意形成に当たって行政
が主導的に参画してきたことなどにより、
必ずしも農業者や地域のニーズに即したも
のとなっていないことがありました。今後
は、農家及び地域住民の意向を反映した、
透明性の高い事業推進のためのシステムづ
くりが必要となっています。
２　土地改良施設の維持管理
・農業水利施設の長寿命化のための整備補
修について、対象施設が増大する中、限ら
れた予算でいかに効率的に実施していくか
が大きな課題となっています。
・農村地域の都市化・混住化や農家人口の
減少・高齢化が進行する中で、土地改良施
設の機能の適切かつ永続的な発揮のために
は、施設管理の省力化と、農業者だけでな
く地域住民の参加による維持管理への支援
が必要です。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
・農業生産基盤や農村生活環境基盤を整備
するにあたっては、農業者だけでなく地域
住民等も含めた地元説明会を開催し、事業
の必要性・緊急性の判断や地域の抱える課
題・問題点の整理など、地域住民参加に基
づく地域の合意形成を図ります。
・また、計画から施工、完了までの各段階
における評価などを実施し、関係部局と情
報を共有するなどの緊密な連携を図りま
す。
・このことにより、透明性の確保、コスト
の縮減、緊急性・必要性に即した重点的な
取り組みによる事業効果の早期発現に努
め、各事業の効果的かつ効率的な遂行を図
り、さらに事業完了後の施設の適切な維持
管理を促進します。
・事業実施にあたっては、地域の農業者や
地域住民、学識経験者などからなる環境情
報協議会の意見を踏まえ、環境や景観にも
配慮して取り組みます。
２　土地改良施設の維持管理
・事業完了後の適切な土地改良施設の維持
管理のための体制の整備について、市町
村、土地改良区、地域住民と連携した推進
活動を図り、管理体制づくりに努めていき
ます。
・農業水利施設の長寿命化のための整備補
修については、今後も引続き市町村、土地
改良区等の関係機関と連携を図り実施して
いきます。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｂ　改善 Ｂ　改善

地域資源・地域環境
対策
（耕地課）

水源のかん養・景観形成・地
域文化の継承などの多面的機
能を持つ農地・農村を、県民
の生活の安定と豊かさを確保
する基盤として、次世代に引
き継いでいきます。

生産振興・経営支援
対策
（耕地課）
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

農業集落排水整備率 Ａ

広域営農団地農道整備
供用延長 Ａ

ため池等整備箇所数
（要整備箇所数１７７
箇所）

Ａ

「ちばエコ農産物」技術開発品目数
Ａ

食育ボランティア育成数 Ａ

実験品目数(ICタグ)
調査、研究

Ａ

グレードアップ産地における生産履歴
記帳産地数

Ａ

識別品種数研究開発 Ａ

地域資源・地域環境
対策
（農村整備課）

都市地域に比べて遅れている
農村地域の下水道、農道等の
インフラ整備を行い、生活環
境の向上と地域の活性化を図
ります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

老朽化した、ため池等の農業
用施設や地すべり地域におい
ては、降雨地震等により災害
を受ける恐れがあります。自
然災害を未然に防止するため
農地や施設の整備を行い農業
経営の安定と県土の保全を図
ります。

　地域資源・地域環境対策
による生産性の高い農業の
確立と活力ある住み良い農
村社会の実現に向けて概ね
順調に進んでいます。農業
集落排水及び広域営農団地
の整備により農村地域の水
質改善や生活環境の改善等
が図られました。また、た
め池等整備により、災害の
防止と県土の保全が図られ
ました。

１　住みよい農村の整備
農業集落排水の整備により、農村生活環境
の改善と農業用用排水、公共水域の水質保
全などが図られました。また、広域営農団
地農道の整備により、農村地域の農産物流
通の合理化や農村環境の改善に寄与しまし
た。
２　農地の保全と災害の防止
　ため池等の整備により、老朽化した農業
用ため池の自然災害を未然に防止し、農業
経営の安定と県土
の保全に寄与しました。

１　住み良い農村の整備
　県及び市町村等の財政事情の悪化によ
り、事業地区の完了予定工期が延伸し、事
業効果の早期発現に
支障が出ることが予想されます。
広域営農団地農道整備の路線の多くは、新
設路線であり、用地買収等が近年のバブル
崩壊による地価下落の影響を受け、地権者
との交渉が難航し、用地の確保が年々難し
くなっています。。
２　農地の保全と災害の防止
　県及び市町村等の財政事情の悪化によ
り、事業地区の整備目標達成に支障が出る
ことが予想されます。

１　住み良い農村の整備
　農業生産基盤や農村生活環境基盤を整備
するにあたっては、農業者だけでなく地域
住民等も含めた地
元説明会を開催し、事業の必要性・緊急性
の判断や地域の抱える課題・問題点の整理
など、地域住民の
参加に基づく地域の合意形成を図ります。
また、計画から施工、完了までの各段階に
おける評価などを
実施し、関係部局と情報を共有化するなど
緊密な連携を図ります。
　コストの縮減、緊急性・必要性に即した
重点的な取組みによる事業効果の早期発現
に努め、各事業の
効果的かつ効率的な遂行を図り、さらに事
業完了後の施設の適切な維持管理を促進し
ます。また、事業
実施にあたっては、地域の農業者や地域住
民等の意見を踏まえ、環境や景観にも配慮
して取り組みます。
　広域営農団地農道整備の事業進捗は、用
地の取得状況に大きく左右されるため、今
後とも地元地権者
の理解や関係市町村の協力を得ながら、事
業を推進するとともに、一部供用が可能な
区間を優先して、
事業効果の早期発現に努めます。
２　農地の保全と災害の防止
　災害を未然に防止し、農業経営の安定と
県土保全を図るため、ため池の整備につい
ては、緊急性の高
い箇所から計画的に整備を行うとともに、
さらに応急対策が必要な場合は、県単ため
池等緊急整備事業
を有効に活用していきます。

食の安全･安心対策
（農業改良課）

食の安全・安心を推進しま
す。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

トレーサビリティの最先端手
法の検証等を行います。

・食の安全・安心の確保に
向け、おおむね順調に進ん
でいます。
その理由として、①ちばエ
コ農産物の認証基準を達成
することが難しいとされる
スイカ、トマトなどの５品
種において、栽培技術を確
立したこと、②食育ボラン
ティアに登録した５２４人
の農業者に対して講習会を
開催し、食と農に関して幅
広い知識を有するボラン
ティアを育成したこと、③
本県の水稲奨励品種等１０
品種のうち、８品種につい
てＤＮＡ識別技術を確立し
たことなどがあげられま
す。

１　ちばエコ農業の推進
　　ちばエコの認証基準達成が難しいとさ
れるスイカ、ニホンナシ、インゲン、トマ
ト、ホウレンソウの５品目で、栽培技術を
確立しました。しかし、技術の安定化に課
題の残ったトマトとナシについては、継続
して試験する必要があります。
２　食の安全・安心体制の整備
　　ＩＣタグについては、ＩＣタグの持つ
大量記憶と無線機能により、農産物トレー
サビリティへの活用が可能であることがわ
かりました。
また、生産履歴の記帳については、県内１
４地域において記帳・表示・公開を推進す
る説明会や研修会を開催しました。
さらに、県産米の信頼性を高める水稲品種
のＤＮＡ識別技術については、本県奨励品
種９品種に新品種「ちば２８号」を加えた
１０品種について識別技術の開発に取り組
み、８品種が識別可能となりました。
３　食育の推進、食と農林水産業の理解増
進
農業者である食育ボランティア５２４人に
対して講習会を開催するとともに、小中学
生等を対象に農業体験宿泊研修等を実施し
ました。
また、本当においしい野菜や果物等の選び
方を啓発するパンフレットを作成配布し、
消費者への理解増進に努めました。

１　ちばエコ農業の推進
平成１６年度末におけるちばエコ農産物の
認証面積は１，９１３haであり、県全体に
占める割合はわずかです。
２　食の安全・安心体制の整備
ＩＣタグについては、ＩＣタグの持つ大量
記憶と無線機能により農産物トレーサビリ
ティへの活用が可能であることがわかりま
した。しかし、この実用化に向けては、Ｉ
Ｃタグの単価が１００円以上と高いこと
や、情報を各流通段階で引き出せる専用の
読み書き機器等が普及していないことが大
きな障害となっています。
３　食育の推進、食と農林水産業の理解増
進
一時的な取組みでは、効果が出にくく、継
続した取組みが必要です。

１　ちばエコ農業の推進
ちばエコの認証基準達成が難しい品目の技
術開発に取り組むとともに、農林振興セン
ターによる普及活動等により、「ちばエコ
農産物」の産地拡大を早期に図ります。
２　食の安全・安心体制の整備
ＩＣタグについては、実用化に向けて、県
産農産物の生産・流通・販売の各段階で、
①２次元コードを併用した低コストなシス
テム体系の検証や、②メロン・ネギ等の産
地における実用化の検証などに取組みま
す。
３　食育の推進、食と農林水産業の理解増
進
継続して支援を行っていきます。

県産米の信頼性を向上する水
稲品種のＤＮＡ識別技術を開
発します。
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

選抜試験、栽培試験の実施 Ａ

新規就農者の確保 Ｂ

女性起業家の育成 Ａ

特徴のある産地づくりなどに
より、販売額の増加などを目
指します。

県内２０地域の産地における販売額の
増加額

Ａ

新しい技術の普及や、情報通
信システムの活用により、本
県農業の技術向上を図りま
す。

ホームページ「ちばの農林水産業」へ
のアクセス数

Ａ

試験研究成果発表会での発表数 Ａ

新品種育成数 Ａ

農薬使用量の削減率（対元年比） Ｂ

耐病性芝草新品種登録数 Ｂ

無農薬化関連技術の特許取得件数 Ａ

県の育成した芝草新品種の 　県内普
及面積

Ｂ

適正な内部組織・定数、人事
の管理を行います。

課内及び出先機関職員の業務等につい
て、遂行状況を把握し、適正な組織運
営に努めます。

Ａ

課内及び出先機関の予算・決算の管理
を適正に行う。また、職員がスムーズ
に業務に専念できるよう内部事務を行
います。

Ａ

地域資源・地域環境
対策
（農業改良課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持関係機関や民間企業等と連
携して、新品種の育成など
に取組んでいます。また、
耐病性芝草新品種について
は、県立公園等の無農薬管
理芝生へも波及させる必要
があります。

１　平成１６年度は、天候不順で、病害虫
が多く発生したが、画一的な予防散布か
ら、発生初期の局所的な農薬散布へと効率
的な処理方法を徹底したことからを、前年
度を下回る農薬使用量でした。
２　平成５年度から、民間企業と共同で育
成してきた耐病性を示す種子繁殖性のベン
トグラスの新品種を、国内で初めて種苗法
に基づく品種登録の出願を行いました。
３　県等で育成した耐病性芝草新品種が、
ゴルフ場の他、中学校の校庭や公園等に約
１３，０００㎡採用されました。

１　ゴルフ場における農薬使用量の更なる
減少
２　難防除病害虫、雑草の無農薬管理技術
の開発と普及
３　無農薬管理技術の公共施設芝地への波
及

　無農薬や減農薬の管理技術を、ゴルフ場
だけでなく、校庭や公立の公園等に波及さ
せるため、耐病性芝草新品種のモデル展示
ほの設置や芝草管理者の研修会を開催しま
す。

ゴルフ場における無農薬化対
策を進めます

内部管理業務
（農業改良課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

適正な予算・決算の管理、そ
の他内部管理業務を行いま
す。

食の安全・安心対策、流通
販売・消費対策、生産振
興・経営支援対策、地域資
源・地域環境対策の立案、
調整と内部管理業務を適切
に実施しました。具体的に
は食育ボランティアの育成
などにより、食の安全・安
心の確保を推進したことな
どが挙げられます。

引き続き、適正な組織運営と予算編成・執
行に努めるとともに、当課及び農業総合研
究センター、農業大学校において、職員が
快適でより良い環境のもとに、職務に専念
できるよう、人事、渉外、その他の面にお
いて調整を実施します。

適正な組織運営と予算編成・執行が図られ
ました。

流通販売・消費対策
（農業改良課）

千葉県の栽培環境に適し、製
粉特性や製パン性に優れた小
麦品種を選定します。

Ｂ　改善 Ｂ　改善千葉県に適したパン小麦品
種の選定作業は順調に進ん
でおり、有望品種として、
「ミナミノカオリ」、「ニ
シノカオリ」の２品種を選
定しました。

栽培試験、製粉適性調査、製パン適性調査
を実施し、その結果、有望品種として「ミ
ナミノカオリ」、「ニシノカオリ」の２品
種を選定しましたが、「ニシノカオリ」
は、栽培ほ場によって粗蛋白質の含有率が
低下し、製パン性が劣る傾向があります。
なお、パン小麦の栽培に当たっては、適地
に栽培し、粗蛋白質含有率を指標とした品
質管理が重要となります。

品種選定試験を進め、本県に適したパン小
麦奨励品種を選定します。
土壌分析結果と粗蛋白質含有率を指標にし
て、パン小麦の適地選定と栽培法を確立し
ます。

2005AP｢千葉ブランド｣食品産業の育成支援
事業において、県産小麦と米粉を用いた新
食感｢千産千消パン｣の商品開発と試験販売
を実施し、残された課題について継続して
研究を進めます。

Ｂ　改善特徴のある産地づくりと新
しい技術の開発・普及につ
いては、おおむね順調に進
んでいます。
農業を支える経営体、担い
手の育成については、農業
経営体育成セミナーの受講
者数が２６２名など、栽培
技術や経営管理能力の向上
に一定の成果を挙げること
ができた一方、新規就農者
数は、１７７人（新規就
農：７１人、離職就農：９
１人、新規参入：１５人）
と目標を下回りました。
なお、新規就農者数は、社
会経済の状況が大きく影響
すると考えられます。

・新規就農者を確保するために、就農前、
就農直後、就農定着後の段階に応じた研修
等を開催しました。
・安定的な経営を目指すために、女性起業
家の農産物加工施設整備や経営指導を実施
しました。
・特徴のある産地づくりを目指して、「グ
レードアップ産地育成普及活動推進事業」
を実施し、平成１７年度の事業完了前に、
目標である１０億円の生産額アップが図ら
れました。
・生産現場の技術的な問題を解決するため
に、試験研究機関が迅速に対応しました。
・試験研究の成果を、速やかに普及に移し
ました。
・開発された技術の特許取得や作物の品種
登録などを行いました。

・新規就農者だけでなく、多様な農業の担
い手を育成していくことが課題です。
・県内２０地区における生産面積・生産量
は順調に増加していますが、市場価格の低
迷などにより、販売金額の伸びが鈍化して
いる産地があり、目標達成に向けた検証・
実践が必要です。
・普及に移した研究成果の波及効果を確認
し、今後の試験研究に反映させることが必
要です。

・地域農業の維持発展を図るため、集落が
主役となった集落営農の取組みを支援し、
多様な担い手の育成を図ります。
・県内２０地区における産地づくりは、平
成１７年度が事業完了年であり、目標未達
成の地区においては、技術指導室のプロ
ジェクトチームと各地域の普及活動チーム
が連携して、目標の達成に取り組みます。
また、平成１７年度以降の産地育成候補地
区の選定を併せて行います。

農業を支える経営体及び担い
手の育成を行うことにより、
本県農業の維持発展を図りま
す。

Ｂ　改善

本県農業者、消費者の生活に
役立つ試験研究を行います。

生産振興・経営支援
対策
（農業改良課）
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

迅速な情報収集・提供に努め、情報を
共有化して、政策・課題への的確な対
応を図ります。

Ａ

原種等配付数 Ａ

公益法人指導 Ａ

職員の業務等の遂行状況を把握して、
適正な組織運営に努めます。

Ａ

農薬適用拡大試験 Ａ

農薬使用取締(検査・指導) Ａ

農薬薬安全使用研修会 Ａ

農薬管理指導士の認定 Ｂ

県産農産物残留農薬分析 Ａ

地域推進協議会の開催 Ａ

記帳研修会等の開催 Ａ

推進指導員の設置等 Ａ

生産管理記帳マニュアルの作成・配布 Ａ

トレーサビリテイシステムの導入 Ｃ

内部管理業務
（生産振興課）

部の政策や課の取り組み課題
等に係る企画・立案、情報提
供、連絡調整を行います。

また、農業生産の基本である
原種・種苗配付対策に取り組
みます。
公益法人等の指導を行いま
す。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

課の使命・役割を十分発揮で
きるように適正な組織運営に
努めるとともに、課内の業
務・調整等、進行管理を行い
ます。

・　内部管理業務を適正に
実施しました。その理由と
して、①課内各室と連携
し、部の政策や課の取組
み・課題に的確に対応した
こと、②農業生産の基本で
ある原種・種苗の配布（30
種類57品種の見込み）を順
調に実施していること、③
公益法人の指導監督を適切
に行ったこと、④課内各室
との連絡・調整を図り、適
正な組織運営対応に努めた
こと、などが挙げられま
す。

消費者(県民)の視点に立った安全・安心で
高品質な農産物の安定供給、並びに千葉県
の特性・優位性を活かした生産性の高い農
業経営の展開を図るために、部の政策や課
の取り組み課題等に係る企画・立案、情報
提供、連絡調整を適切に行いました。
また、農業生産の基本である原種・種苗配
付対策に取り組むとともに、公益法人等の
指導を適切に行いました。具体的には、公
益法人８法人の指導監督を実施するととも
に、30種類57品種の原種配布を実施する見
込みです。

消費者(県民)の視点に立った安全・安心で
高品質な農産物の安定供給や、千葉県の特
性・優位性を活かした生産性の高い農業経
営の展開を図るため、引き続き、部の政策
や課の取り組み課題等に係る企画・立案、
情報提供、連絡調整を適切に行います。

食の安全・安心対策
(安全農業推進課)

　地域特産農産物等は適用の
ある農薬が少ないことから、
生産上支障をきたしており、
早急に登録の適用を拡大する
必要があります。
また、安全な農産物生産を推
進するために、農薬使用基準
を周知徹底するとともに、農
薬による事故の防止及び農薬
の適正な流通・使用を推進し
ます。
併せて、県産農産物の信頼確
保を図るため、残留農薬分析
を実施します。

Ａ　拡大 Ａ　拡大

生産履歴情報の開示を前提と
し、農薬や肥料の使用方法等
の記帳を普及、定着化を図る
ために、推進協議会の開催、
行動計画の策定、研修会等の
開催、推進員の設置等の取組
を中心とする運動を展開しま
す。
また、米のトレーサビリテイ
システムの導入を行います。

・　安全・安心な県産農産
物生産に向けて、順調に進
んでいます。
この理由として、農産物の
残留農薬や農薬使用につい
て、①農薬安全使用研修会
の開催、②農薬取扱者への
立入検査・指導体制の充
実、③農薬取扱者への指導
的役割を果たす農薬管理指
導士の認定推進等により、
農薬の安全・適正使用を
図ってきたことが挙げられ
ます。その結果、無登録農
薬等の不適正使用は皆無と
なり、事故等も非常に少な
くなりました。また、県産
農産物を出荷前に残留農薬
分析を実施しましたが、残
留農薬基準値を超過した農
産物はありませんでした。
さらに、地域特産農産物等
では、登録拡大のための各
種試験を実施し、概ね目標
を達成できましたが、一部
の作物では天候等により試
験が実施できなかったの
で、次年度において取り組
んでまいります。
　生産履歴記帳運動では、
生産履歴記帳マニュアルと
して「生産履歴記帳のすす
め」を作成し全農家に配布
いたしました。また、この
運動を展開するため、①地
域推進協議会の開催、②記
帳推進指導員の設置、③記
帳研修会を開催してきまし
た。なお、米のトレーサビ
リテイシステムの導入につ
いては、事業主体の取り下
げにより実施できませんで
した。

１　農薬の安全・適正使用の推進
「農薬安全使用研修会」の開催（５回）、
農薬使用取締（検査・指導）を実施し、農
薬の安全・適正使用の推進を図りました。
また、農薬の販売・使用時に指導的役割を
果たす農薬管理指導士の認定研修を開催
し、新規に１０８名を認定し、１６年度末
の認定者の合計は９６０名となりました。
さらに、地域特産物（マイナー作物等）へ
の農薬登録拡大を図るため、他県並びに生
産団体等と連携を図り、作物残留試験、薬
効・薬害試験に取り組み（１８作物・３５
農薬、累計２３作物・３８農薬）、登録拡
大の促進を図った結果、１８作物３１農薬
について登録（１７年３月９日現在）とな
りました。

２　県産農産物生産履歴記帳運動の展開
県産農産物のトレーサビリティの構築に向
けて、その基本となる生産履歴（栽培経
過、施肥、農薬使用等）を記帳することが
重要であり、県及び生産団体が主体となっ
て運動を展開しました。
　　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したほか、生
産管理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（１２万部）し啓発活
動を行いました。
　　その結果、ほとんどの農家で記帳が実
施されましたが、しかしながら、トレーサ
ビリティの構築ができる記帳までに至って
いる農家の割合は十分とはいえません。

農薬の安全・適正使用の推進では、研修会
の開催については、次年度以降も「農薬安
全月間」に健康福祉部と連携を図りながら
実施します。
また、立入検査は、地域農林振興センター
及び病害虫防除所が中心となり実施しま
す。
さらに、農薬登録拡大は、本年度までに県
民から要望のあった作物及び農薬の組合せ
について、終了
していないものもあるため引き続き各種試
験等を実施していきます。
トレーサビリティの構築に向けての、生産
段階における「生産履歴記帳」は始まった
ばかりであり、情報開示に耐えうる記帳が
全農家で実施できるよう、引き続き運動の
展開が必要です。

・ 農薬安全使用研修会は、販売者、使用者
（農業者、防除業者、ゴルフ場）、関係指
導機関等を対象に開催しますが、使用者に
ついては効率的に実施するために業種毎の
実施や内容等について関係機関・団体等と
検討していきます。
・ 農薬取扱者への立入検査については、農
薬の適正・安全使用の徹底を図るため、農
林振興センター及び病害虫防除所が中心と
なり、健康福祉部と連携を図りながら実施
します。
・ 農薬登録拡大については、作物名、農薬
について「マイナー作物等登録拡大千葉県
協議会」で協議のうえ、優先順位を付けて
実施していきます。
・ 農薬管理指導士の認定推進については、
販売者を中心に啓発活動を実施します。
・ 県産農産物の残留農薬分析については、
新たな分析方法の開発により分析検体数の
増加を図っていきます。
・ 生産履歴記帳運動では、新たな啓発資料
の作成、地域推進協議会の開催、記帳指導
員の活動援助
記帳研修会等により、さらに運動を強化し
ます。
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輸出事業については段階的に取り組む
こととし、１６年度は生鮮野菜、果実
等で試行的に実施し、市場を開拓しま
す。

Ｂ

施設化面積 Ｂ

集選果施設整備数 Ａ

予冷施設整備数 Ａ

水稲生育情報の提供 Ａ

落花生生育情報の提供 Ａ

水稲種子更新率（％） Ｂ

検査1等級米比率 Ａ

稲作の基幹施設整備 Ａ

水稲・麦・大豆の生産組織数 Ａ

落花生の種子確保量 Ｂ

病害虫発生予察情報会議の開催 Ａ

病害虫発生予察情報の提供 Ａ

病害虫防除指針の発行 Ａ

流通販売・消費対策
（生産振興課）

農産物輸入の増加のもとで国
内農産物価格は低迷を続けて
おり、需要も頭打ちとなっ
て、米・野菜・果実等の産地
では、産地の生き残りが大変
厳しい状況にあります。
そこで海外市場に焦点を当
て、輸出事業に段階的に取り
組み、海外市場を新たに開拓
します。これにより、新規需
要を掘り起こします。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　流通販売・消費対策につ
いては概ね順調に進んでい
ます。その理由として、①
農産物の輸出に求められる
要件や手続き、慣習など
様々なノウハウを生産者が
吸収することができ、目標
への達成度は大きいと思わ
れること、②農産物輸出の
成約には至りませんでした
が、取扱い業者など取引の
糸口になる交渉の窓口を作
ることができたことなどが
挙げられます。また、植木
については、オランダ・ベ
ルギー等への試験輸出を行
い、次年度に向けた足がか
りとなるとともに、県下植
木生産者のモデルケースと
なりました。

見本市での試食やアンケート、商談会での
バイヤーとの取引から、高品質でおいしい
本県ブランド農産物が海外で十分評価され
ることが確認できました。しかしながら、
輸出農産物と現地同等品との価格差が大き
く、成約には至りませんでした。
なお、植木については、試験輸出を行い、
次年度に向けた足がかりとなるとともに、
県下植木生産者のモデルケースとなりまし
た。

・農産物については、輸出農産物と現地同
等品との価格差が大きく、成約には至りま
せんでした。
・植木については、海外の需要動向はある
程度把握できましたが、相手国のより詳細
な嗜好調査が必要であることが認められま
した。一方、相手国の検疫体制に合致した
輸送技術の確立が急務となっています。

県産農産物の輸出を推進するため、推進海
外の量販店等での県産品コーナー等の設置
や海外ニーズに対応した商品開発の支援を
行います。
また、植木の本格的輸出に向け、既存の生
産者の組織体制・生産体制の両面の整備を
推進するとともに、輸出先のニーズを的確
に捉えるための調査を引き続き実施してい
きます。さらに、輸出先に応じた輸送技術
の開発や有望樹種の本格的な輸入と増殖、
試験販売等を推進します。

生産振興・経営支援
対策
（生産振興課）

国際競争に耐え得る体質の強
い園芸産地を確立するため、
施設化・省力化・直売施設の
整備や消費者・実需者に選ば
れる安全・安心な県産園芸品
の安定供給に向けて産地整備
を図り、園芸農業の構造改革
を推進します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

農作物に被害を及ぼす病害虫
の防除を適切かつ安全に実施
し、安心な農産物の安定的な
生産を推進します。

米及び麦・大豆等の主要作物
については、地域や集落の担
い手を確保しつつ、地域特性
を生かした低コストで高品質
な産地づくりを進め、実需者
ニーズに即した安定供給体制
の確立を図ります。
落花生などの特産作物につい
ては、全国的に主要な産地と
して品質の向上や低コスト化
を進めます。
あわせて、安全安心を確保す
るため、生産管理記帳の運動
に取組みます。

・　安全・安心な県産農産
物の安定供給に向けた産地
整備に向けて順調に進んで
います。この理由として、
園芸作物については、①集
出荷施設の整備状況が154
箇所となり、集出荷の低コ
スト化が図れたこと、②予
冷施設の整備状況が88箇所
となり、新鮮な出荷体制を
確立できたことなどが挙げ
られます。一方、施設化面
積は2,049haで目標に達し
ませんでしたが、着実に施
設化が図られています。
また、米や特産作物では、
①水稲や落花生の生育情報
の提供による適正な栽培管
理を推進してきたこと、②
基幹施設の整備等により高
品質・低コスト化を図って
きたこと、③水稲種子の適
正更新や落花生種子の確
保、地域特性を生かした実
需者ニーズに即した生産と
産地づくりを展開しまし
た。
なお、病害虫発生予察情報
会議を11回開催し、予察情
報等を17回発行するととも
に、病害虫防除指針1400部
を発行するなど、適期・適
切な防除の啓発を図ったた
め、病害虫による大きな被
害はありませんでした。

・集選果施設整備数　１箇所（JAちばみど
り　トマト選果施設）
・予冷施設整備数　１３箇所（ちば県北農
協ほか）
・水稲生育情報の提供　：5回、臨時報１
回、　作況指数：９８、１０ａ当たり収
量：５１４ｋｇ
・落花生生育情報の提供：4回、作柄は良、
１０ａ当たり収量２４１ｋｇ
・水稲種子更新率　　　：６６．１％、種
子更新量：1,247,600ｋｇ、更新面積：
41,587ｈａ
・検査１等級米比率　　：９０．８％（Ｈ
１６、１２月末）、コシヒカリ：91.2%、ふ
さおとめ：92.9%
・稲作の基幹施設整備　：ライスセンター
数２２０（佐原市）
・水稲・麦・大豆の生産組織数：４８２
（栗源町、茂原市）
・落花生の種子確保量　：１４ｔ、９月以
降の曇雨天・台風により収穫・乾燥が遅
れ、品質低下
・病害虫発生予察情報会議を毎月（２月除
く）を開催するとともに発生予察情報を提
供し、適期・適切な防除の推進を図ってき
た結果、病害虫による農作物の大きな被害
はありませんでした。
・また、効率的な防除を推進するために
「病害虫・雑草防除指針」を発行し関係機
関に配布するとともに、ホームページの業
務支援サイトに掲載しました。

・省力機械・施設や集出荷施設の整備につ
いては、生産・販売体制を強化し、県産農
産物の「おいしさ」「新鮮」「安全・安
心」を消費者や実需者に発信できる力強い
園芸・農産産地づくりのため、引き続き推
進する必要があります。
・園芸作物の施設化については、安定生産
と有利販売を図るため、引き続き推進する
必要があります。。
・病害虫防除については、発生予察情報に
基づく適期・適正な防除を推進するため、
調査方法の改善を含めた予察情報の精度を
向上する必要があります。

・地域環境への負荷を軽減し、持続的な農
業を展開するため、化学肥料や農薬の使用
量を削減した「ちばエコ農産物」の栽培推
進、省力機械・施設等の整備による生産・
販売体制の強化など、付加価値の高く力強
い園芸産地づくりに取り組みます。
・園芸作物の安定生産と安定供給、施設化
による有利販売を目的として、引き続き施
設化を推進します。
・米及び落花生については、気象や生育状
況に即した栽培管理を徹底するとともに、
消費者一人ひとのニーズを大切にし、「お
いしさ」や「安全・安心」などを付加した
「千葉ブランド」の確立に取り組みます。
・病害虫防除については、発生予察の的確
な実施と、迅速な情報の提供に努めます。
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食品残渣や家畜排せつ物など
を利用した自然有機肥料の製
造技術やその栽培技術を実用
化し、バイオマスの有効利用
により環境と調和のとれた循
環型社会 構築を図 す

バイオマス利活用モデル地区数 Ａ

エコファーマーの数 Ａ

集落・産地計画策定数 Ａ

廃プラスチックの処理量 Ａ

課の政策の企画にあって、情
報の提供及び連絡調整を行い
ます。

課内職員に必要な情報が共有されるよ
う、迅速な情報の収集・提供を行うと
ともに、連絡調整を行います。

Ａ

課内職員の業務等の遂行状況を把握
し、適正な組織運営に努めます。

Ａ

牛の飼養管理情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ参加団体数 Ｂ

豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ実施出荷頭数 Ａ

食の安全・安心対策
（畜産課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大食の安全・安心対策の実現
に向けて概ね順調に進んで
おりますが、一部に課題が
あります。その理由とし
て、
①　牛の飼養管理情報ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽについては、県がﾃﾞｰﾀ
入力の窓口となったことか
ら、団体や生産者の負担が
軽減されたことが挙げられ
ますが、生産者団体の参加
が進みませんでした。
②　豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨについて
は、事業説明会や研修会の
開催によりﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨに対
する理解と必要な知識の
習得が進んだこと、協議会
の開催、生産者への指導及
び情報管理機器等の導入助
成により生産・と畜・加
工・販売各段階の連携が図
られたことなどが挙げられ
ます。
この結果として、平成17年
度には、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの実施
頭数が8千頭となる見込み
です。

食の安全・安心体制の整備
・　牛の飼養管理情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの窓口を県
に設置したことにより、生産者団体の機器
整備や入力労力の軽減及び生産者の負担軽
減などの成果をあげましたが、生産者団体
の参加は進まず、また、生産者の個人情報
の開示に対する理解が十分に得られない状
況です。
・　豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑの実用化を目指して、
研修会や協議会を開催するとともに、必要
な情報管理機器等の導入に助成を行ったこ
とにより、平成17年度には、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの実
施頭数が8千頭となる見込みです。
また、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを技術的に担保するＤＮＡ
を用いた簡易親子鑑定法の開発についての
研究を推進しました。

食の安全・安心体制の整備
・　牛の飼養管理情報の提供については、
生産者団体の参加をさらに要請し、県産牛
肉の情報公開を推進する必要があります。
・　構築された豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑを実証展示
するとともに、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ実施頭数を拡大
し、定着化を図る　　必要があります。ま
た、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを担保する技術として、ＤＮ
Ａを用いた簡易親子鑑定法の開発を進める
必要があります。

食の安全・安心体制の整備
・　牛の生産履歴の迅速な処理、エラーの
縮小を図るため、生産者等が行う報告を農
協等が代行する　　システムの推進に取り
組みます。
・　構築された豚ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｼｽﾃﾑを実証展示
するとともに、実施頭数を拡大し、定着化
を図る必要があります。また、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨを
担保する技術として、ＤＮＡを用いた簡易
親子鑑定法の開発を進めます。

牛・豚の生産履歴を明確に記
録
し、それら情報を必要に応じ
て提
供できるシステムを構築する
ことにより、畜産物に対する
消費者の信頼性を確保しま
す。

地域資源・地域環境
対策
（安全農業推進課、
生産振興課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

園芸用廃プラスチックの千葉
県園芸用プラスチックリサイ
クルセンタ－での適正（再
生）処理を推進し、資源の有
効利用、農村環境の保全及び
施設園芸の健全な発展を図り
ます。

本県農業の持続的発展、地域
資源の活用、生産者と消費者
の提携を理念として、生産性
の向上を図りつつ、家畜ふん
尿等地域資源の活用、農薬・
化学肥料の節減等に集落を基
礎とした産地で取り組み、環
境にやさしい農業を推進しま
す。

・　地域資源・地域環境対
策を適切に実施しました。
その理由としては、①バイ
オマス利活用モデル地域が
1ヶ所設置されたこと、②
エコファーマーの認定が目
標を大きく上回ったこと、
③廃プラスチックのの適正
処理が推進されたことなど
が挙げられます。

１　バイオマス利活用の推進
　　バイオマス利活用モデル地区での食品
残渣や家畜排せつ物などを利用した実証試
験により、バイオマス有効利用による循環
型社会の地域への普及推進が図られまし
た。
２　環境にやさしい農業の推進
環境にやさしい農業推進対策事業を７地区
で事業に取り組み、性フェロモン剤や黄色
蛍光灯の導入により、減農薬栽培に取り組
みました。
３　廃プラスチックの適正処理
千葉県園芸用プラスチックリサイクルセン
ターでの適正処理が推進され、不法投棄が
が防止できました。

・県下全域に環境にやさしい農業を推進す
るため、各種助成事業の実施並びにエコ
ファーマーの認定推進を強化する必要があ
ります。
・廃プラスチックの不法投棄を防止し、資
源の有効利用を図るため、再生処理におけ
る農業者負担を軽減する必要があります。

・持続的な農業の拡大を図るため、環境に
やさしい農業推進対策事業を実施するとと
もに、地域農林振興センターが中心となり
エコファーマーの認定を推進します。
・廃プラスチックの適正処理の積極的な推
進を図るため、園芸用廃プラスチックの処
理に要する経費を、引き続き、県、全農千
葉県本部、市町村が負担します。

内部管理業務
（畜産課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

課内の使命・役割を発揮でき
るよう、適正な組織運営を行
います。

　内部管理業務は順調に進
んでいます。その理由とし
て、①課の政策の企画に
あって、情報の提供及び連
絡調整が、電子メール等を
概ね活用できたこと、②課
内の使命・役割を発揮でき
るよう、適正な組織運営が
図られたことなどが挙げら
れます。

内部管理
　畜産振興を展開するために、電子メール
等の活用により課内での迅速な情報提供及
び連絡調整の企画調整や課内の適正な組織
運営の成果をあげました。

内部管理
　畜産振興を展開するために、電子メール
等を積極的に活用し、課内での迅速な情報
提供や適正な組織運営を進めていく必要が
あります。

内部管理
　畜産振興を展開するために、電子メール
等を積極的に活用し、迅速な情報提供や適
正な組織運営に
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目的
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結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

酪農組織の合併 Ａ

乳用牛群の検定牛率 Ｂ

和牛繁殖雌牛の飼養頭数
（２歳以上）

Ａ

発酵粗飼料用稲の作付面積 Ｂ

法定伝染病発生件数 Ｃ

届出伝染病発生件数 Ｃ

酪農ヘルパー酪農家参加率 Ｂ

養豚ﾍﾙﾊﾟｰ組合設立数 Ｂ

指導件数 Ａ

・　肉用子牛市場価格報告に基づき算定さ
れる肉用子牛生産者補給金の、適正な交付
事務について指導を行ったことにより、肉
用子牛生産者の経営安定が図られました。

流通販売･消費対策
（畜産課）

生乳の需給調整推進対策を実
施するとともに生乳流通の改
善を図ります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持流通体制の整備・合理化
・　酪農組織の合併を実施したことによ
り、輸送ルートの見直しを行い経費の削減
という成果をあげました。
・　生乳生産者団体等が県の指導に基づき
生産者補給金を適正に交付した結果、生乳
生産者の経営安定という成果をあげまし
た

流通体制の整備・合理化
酪農組織の合併を推進するため、引き続き
指導を行い、生乳流通の改善を図っていく
必要があります。

流通販売・消費対策の実現
に向け、順調に進んでいま
す。この理由として、酪農
組織の合併により、20組織
から16組織になったことが
挙げられます。

流通体制の整備・合理化
生乳流通コストの低減を図るため、酪農組
織の合併を推進し、流通の合理化を進めま
す。

生産振興・経営支援
対策
（畜産課）

消費者の求める良質で安全な
畜産物を効率的に生産するた
め、能力の高い家畜を確保・
拡大するとともに　自給飼料
の増産を進めます。
また、家畜伝染病の発生予防
やまん延防止対策を実施する
ことにより、畜産物の供給安
定と生産性の向上を図りま
す。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

ゆとりある酪農・養豚経営の
確立を図るため、ヘルパー制
度により労働支援の充実強化
を図ります。
また、経営感覚に優れた生産
性の高い畜産経営体を育成・
支援します。
さらに、畜産農家の経営安定
を図るための価格差補てん事
業の推進を図ります。

生産振興・経営支援対策の
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。
この理由として、
①　乳用牛群の検定牛率に
ついては、１６年度で約１
６％に達したことが挙げら
れます。
②　肉用牛については、繁
殖雌牛の飼養頭数のうち、
２歳以上の頭数は１６年８
月現在で１，３２０頭と増
加したことが挙げられま
す。
③　発酵粗飼料用の作付面
積については、耕畜連携に
より水田を活用した飼料作
物の増産を図りましたが、
１５年の米価が高騰したこ
とから食用米への転換があ
り作付面積が減少したと考
えられます。
④　家畜の法定伝染病を減
少させるには、畜産農家の
防疫対策や早期発見・早期
対策によるまん延防止が大
変重要です。発生件数は、
早期発見を目的とした検査
を実施した結果、増加した
ものであり、清浄化に向け
た取り組みは進んでいると
考えます。
⑤　酪農ヘルパー利用農家
は減少しましたが、酪農家
戸数が減少しており参加率
は変化しませんでした。
⑥　養豚ヘルパー組合の設
立については、事業説明会
開催による事業内容の周
知、全生産者を対象とした
意向調査、地域別検討会の
開催等を行ったことによ
り、養豚農家がヘルパーへ
要望する内容の把握など、
ヘルパー組合設立に向けた
準備を行うことが出来まし
た。
⑦ 関係機関が連携して事
業の推進をした結果、経営
感覚に優れた畜産経営体の
育成・支援が順調に進み
ました。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
・　酪農生産性の向上を図るため、牛群検
定データの活用方法を検討してきました
が、今後は、検定　　　データに基づく指
導体制の強化を進める必要があります。
　・　肉用牛の生産基盤を強化するため、
繁殖雌牛の増頭を更に進める必要がありま
す。
・　家畜の法定伝染病の検査については、
早期発見が重要であることから、検査をよ
りきめ細やかに、積極的に推進していく必
要性があります。
・　高病原性鳥インフルエンザ防疫演習に
ついては、各作業の体験からもう一歩踏み
込んだ、グループリーダーを育成等する必
要があります。

２　農林水産業を支える経営体・担い手の
育成
　・　肉用牛繁殖経営者が高齢化してお
り、肉用牛ヘルパー制度を普及推進する必
要があります。
・　養豚の担い手の確保や経営体の基盤強
化のためには、養豚ヘルパー制度の確立が
重要であり、引き続きヘルパー組織設立に
向けた取り組みを進めていく必要がありま
す。
・　地域の実情にあった自給飼料生産を進
めるためには、これまで以上に地域営農に
よる地域ぐるみで水田転作を促進する必要
があります。
・　畜産経営体の個別支援については、年
度後半に集中したため関係機関との日程調
整に苦慮したことから、年間を通した個別
の育成・支援を行う必要があります。
・　肉用子牛生産者の経営安定を図るた
め、肉用子牛生産者補給金制度の加入を促
進する必要があります。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
　・　牛群検定データの活用方法について
は、各農林振興センター単位で検定農家に
対して指導を進めます。
・　家畜の法定伝染病の検査については、
早期発見が重要であることから、各種団体
の協力を得て定期検査以外の臨時検査等を
実施します。
・　高病原性鳥インフルエンザについて
は、グループリーダーを育成等するための
実技研修を行います。

２　農林水産業を支える経営体・担い手の
育成
・　肉用牛ヘルパー制度については、普及
推進をします。
・　養豚ヘルパー制度の確立に向けて、課
題解決するため、引き続き検討会を開催し
ます。
・　養豚ヘルパー要員養成のための研修会
を開催します。
・　飼料生産の請負集団（コントラク
ター）を引き続き育成支援し、効率的な飼
料生産を推進します。
・　畜産経営体の個別支援・育成について
は、早期に対象農家を選定し、年間を通じ
て事業の円滑な推進に努めます。
・　肉用子牛生産者の経営安定を図るた
め、指定団体と連携して肉用子牛生産者補
給金制度の加入を促進するとともに、引き
続き、肉用子牛価格低落時の補給金の適正
な交付事務を推進します。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
・　農業改良普及員を対象に、牛群検定事
業のデータ活用研修会を開催したことによ
り、検定参加農家に対する指導体制の強化
が図れました。
・　肉用牛関係団体及び関係機関による和
牛増頭検討会を開催した結果、和牛増頭に
対する推進方策をまとめることができまし
た。また、優良和牛繁殖雌牛の導入支援を
実施し、繁殖基盤の強化を図りました。
・　新系統豚「ボウソウＬ３」が認定され
ました。生産者への本格的な配布は１７年
度からとなりますが、豚共進会及び各種会
議において新系統豚を紹介した結果、普及
推進が図られました。
・　生産技術を向上させるため、家畜人工
授精師養成講習会（豚）を開催し、１４人
が受講しました。受講生の多くは、生産者
あるいはこれから養豚関係の仕事に従事す
るという学生であり、家畜人工授精の技術
者の養成が図られました。
　・　自給飼料の増産を推進したことによ
り、耕種農家との連携のもと水田転作の一
環として、飼料作物づくりや河川敷での飼
料作物づくりに取り組む飼料生産組織が活
動を始め、地域営農に立脚した自給飼料生
産が始まりました。
・　家畜の法定伝染病の発生・まん延防止
については、畜産農家の意識向上による疾
病侵入の防止と、巡回や定期的な検査、定
点監視等を県が実施することにより成果を
あげました。発生件数の増加は、法定伝染
病の早期発見を目的とした検査を実施した
ことによるものであり、清浄化に向けての
一段階として避けられない状況であると考
えます。
　・　高病原性鳥インフルエンザについて
は、初動防疫体制における役割分担の確認
のため防疫対策の説明会を実施し、また、
実際の防疫作業を視覚的に理解し、体験し
てもらうことをに主眼を置いた防疫演習を
行った結果、万一本県で発生した場合の防
疫体制の整備が図られました。

２　農林水産業を支える経営体・担い手の
育成
　・　肉用牛ヘルパー制度の推進を図った
ことにより、１地区で新たに実施すること
になりました。
　・　酪農ヘルパー事業の効率化を図った
ことにより、安房地区の組合（３組合）が
合併しました。
・　全養豚農家を対象とした意向調査や地
域別検討会を開催したことにより、ヘル
パー組合の設立に向けた準備を進めること
ができました。
・　各分野の専門家で構成するコンサルタ
ント団により個別の支援指導や地域の実情
に合わせた経営セミナー等を開催した結
果、経営感覚に優れた生産性の高い畜産経

育
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施策名
（課　名）

畜産農家における家畜排せつ
物の適正管理と有機質資源と
して有効活用を推進します。

適正処理率
（法適用対象農家ﾍﾞｰｽ）

Ｂ

酪農のさと来園者数 Ｃ

地域森林計画の策定 Ａ

計画的な森林施業を行う森林所有者へ
の交付金による支援面積

Ｂ

林道(自動車道)の整備 Ａ

森林組合の広域合併に向けた改革プラ
ン策定

Ａ

木造公共施設の整備 Ｂ

特用林産物の生産額 ―

地域資源・地域環境
対策
（畜産課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

酪農・畜産に関する県民の理
解向上、都市と農村の交流促
進及び畜産振興と地域活性化
に資することとします。

地域資源・地域環境対策の
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。この理由とし
て、
①　畜産農家への巡回指導
を強化し、家畜排せつ物の
適正処理に対する理解を推
進できたこと、補助事業制
度や融資制度の活用により
施設整備率の向上が図られ
たことなどが挙げられま
す。
②　酪農のさとのＰＲに努
め、施設への来園者を一定
数確保することができまし
たが、来園者数は前年同期
比で２２％減少しました。
これは、平成１６年６月に
腸管出血性大腸菌感染症の
発生があり、来園者の安全
対策として動物とのふれあ
いを一定期間中止したこと
などが考えられます。

１　バイオマス利活用の推進
　　畜産農家における家畜排せつ物処理施
設の整備状況や利用状況を調査し、不適切
な処理を行っている農家に対して改善指導
を行ったほか、効率的な処理方法や施設整
備に関する技術的な助言指導を行いまし
た。その結果、不適切農家の解消が進みま
した。また、生産された堆肥を有効利用す
るため、堆肥成分などの情報を提供する
ネットワークシステムの構築を図りまし
た。
２　都市と農山漁村の交流の推進
施設の啓発・普及活動に取り組んだ結果、
一定数の来園者数を確保することができま
したが、感染症の発生があり、来園者の安
全対策を優先的に行ったことから、前年度
来園者数の現状を確保するに至りませんで
した

１　バイオマス利活用の推進
　　家畜排せつ物から生産される堆肥を有
効利用するためには、畜産農家と耕種農家
が連携し、地域ぐるみで取組む必要があり
ます。
２　都市と農山漁村の交流の推進
来園者の安全確保については、最優先課題
であることから、引き続き衛生管理対策に
努めていく必要があります。そのうえで来
園者確保のための施設のＰＲを進めていく
必要があります。

１　バイオマス利活用の推進
　　堆肥の有効利用を推進するため、畜産
農家と耕種農家が連携して、堆肥利用に組
織的に取り組む集団を育成・支援します。
２　都市と農山漁村の交流の推進
衛生管理対策を継続させ、来園者の安全を
確保するとともに、県フィルムコミッショ
ンとの連携を
図り、近隣施設へのリーフレット配布等を
実施し来園者確保に取り組みます。

生産振興・経営支援
対策
（林務課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大森林の多面的機能の持続的
な発揮と森林資源の循環的
利用の実現に向けて概ね順
調に進んでいますが、一部
に問題があります。県の取
組みについては、①地域森
林計画の樹立や森林組合の
改革及び広域合併に向けた
をプランの策定を目標期日
までに行い、林道開設は目
標延長を上回り、木造公共
施設の整備は丸山町の中学
校付属施設を建築するなど
成果をあげ、②交付金によ
る森林所有者への支援面積
は目標の８４％の実績で順
調に進んでいます。③特用
林産物の生産については、
１６年の数値は集計中です
が、中国産等の輸入しいた
けの急増による価格の低下
が続いており目標額の達成
が危ぶまれています。

１　地域森林計画の樹立
　　千葉県南部地域森林計画を樹立するこ
とにより、森林整備の目標と手法が示され
ました。
２　森林所有者への交付金による森林施業
実行の支援
　　森林施業計画に基づき長期的かつ計画
的な森林施業を実施する森林所有者等を支
援するために交付金を支払い、森林の多面
的機能の維持造成が図られました
３　林道の整備
　　林道を開設することにより、これまで
自動車が入れなかった森林について、造
成、整備、保全及び活用するための基盤整
備が図られました。
４　森林組合改革プランの策定
　　森林整備の中核的な担い手である森林
組合の組織や財務状況について、現状の分
析と改革のためのプラン作成を指導して、
現在１９ある森林組合の広域合併を視野に
入れた検討を行いました。
５　木造公共施設の整備
　　森林の持つ多面的機能を持続的に発揮
させるためには、森林資源の循環的利用シ
ステムの構築が必要です。そのためには森
林から木材を伐採、搬出、利用することが
起点となるので、公共施設の木造化を行
い、県産材の普及と需要拡大の成果をあげ
ました。
６　特用林産物の生産額の拡大
　　しいたけ等の生産振興を重点に林業収
入の拡大と千産千消の推進に取り組みまし
たが、安価な輸入しいたけの攻勢により、
生産額の拡大が十分に進まない状況です。

　木材価格の長期低迷等による林業経営の
不振が続いており、森林所有者個人では森
林の育成管
理が困難な状況になっています。一方、森
林の水源かん養、災害防止、地球温暖化防
止、環境保
全等の多面的機能への期待がますます高
まっています。これらの期待に応えるため
には、森林を
育成管理する人たちへの支援を行うほか、
千葉県の森づくりを県民全部で支えていく
ことが一層
必要となっていますので、次の課題の解決
を図ることが必要です。
１　長期的な森林施業の計画と実行
　・森林施業計画の認定を受けて実施する
森林所有者の数を増加する必要がありま
す。
２　森林組合の組織の強化
・森林整備の中核的な担い手である森林組
合の組織や経営の強化を図る必要がありま
す。
３　県産材の普及と需要の拡大
　・県産材の普及や建築への利用拡大を図
る必要があります。
４　特用林産物の生産振興と消費の拡大
・県産シイタケ等の生産及び消費の拡大を
図る必要があります。

１　長期的な森林施業の計画と実行
　・森林施業計画の作成や認定を受ける取
組みに対して支援を検討していきます。
２　森林組合の組織の強化
・森林組合の広域合併の取組みに対して指
導助言をしていきます。
３　県産材の普及と需要の拡大
　・優良な県産材を木造住宅や公共施設で
の利用を推進します。
４　特用林産物の生産振興と消費の拡大
・原木シイタケ等の生産振興を推進し家庭
や学校給食での食材利用を推進します。

県内民有林の保全・整備に関
する１０箇年計画である地域
森林計画を樹立するととも
に，森林整備を推進するた
め，林道網の整備，県産材の
需要拡大対策，担い手の育成
対策，特用林産の振興対策等
を総合的に実施し，森林の多
面的機能の持続的発揮と森林
資源の循環的利用を促進しま
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

保安林の指定面積 Ａ

山地災害危険地区に対する治山事業の
実施割合

Ｂ

巨樹・古木の選定による県ホームペー
ジでの紹介

Ａ

教育の森利用回数 Ｃ

地域資源・地域環境
対策
（林務課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　森林の多面的機能の持続
的な発揮と森林資源の循環
的利用の実現に向けて概ね
順調に　進んでいます。
県の取組みについては，①
保安林の指定及び巨樹･巨
木の選定による県　　ホー
ムページでの紹介は目標数
を上回る成果をあげまし
た。なお，②山地災害危険
地区に　対する治山事業の
実施割合については，予算
が減少した中で工法の検討
や工事コストの削減等に努
めた結果，概ね目標を達成
しましたが，③教育の森利
用回数について16年度は，
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。

１　保安林の指定面積
　　ダム上流域の森林を中心に，１３０ｈ
ａの森林を保安林に指定したことにより，
公益的　　機能の高い森林を長期に確保で
きました。
２　山地災害危険地区に対する治山事業の
実施割合
　　工法の検討や工事コストの削減に努め
工事を実施して目標の割合を概ね達成した
結果，　山地災害危険地区の安全が図られ
ました。
３　巨樹・古木の選定による県ホームペー
ジでの紹介
　　巨樹・古木の情報をホームページに登
載して紹介した結果，地域の文化的財産で
もある　　巨樹や古木への関心が高まり，
県民の環境や森林・林業への理解が進みま
した。
４　教育の森利用回数
　　小中学校の児童，生徒，保護者，ＮＰ
Ｏ，自然観察団体等の利用が図られ，自然
や森林・林業への理解が進みました。

１　保安林の指定面積の拡大
　　水源のかん養や災害の防止等を図るた
めには，更に保安林の指定が必要です。
２　山地災害危険地区に対する治山事業の
実施割合の向上
　　治山工事の実施を促進するためには，
更に工事コストの削減と推進体制整備が必
要です。
３　巨樹・古木の選定による県ホームペー
ジでの紹介
　　ホームページの充実により，巨樹・古
木の健康状態・保全方法等の情報を提供
し，県民　　　参加による保全の推進が必
要です。
４　教育の森利用回数の拡大
　　適正な利用を推進するために教職員，
ＮＰＯ等の中から指導者を養成することが
必要です。

１　保安林の指定面積の拡大
　　保安林指定面積を拡大するために，森
林所有者等への説明会を開催して理解を深
めます。
２　山地災害危険地区に対する治山事業の
実施割合の向上
　　予算の有効利用を図るため工法の研究
等により，工事コストの削減に取り組みま
す。
３　巨樹・古木の選定による県ホームペー
ジでの紹介
　　ホームページの充実，ＮＰＯ団体等と
協働して「巨樹・古木フォーラム」の開催
等を実施　　　して森林に対する県民の理
解を深めます。
４　教育の森利用回数の拡大
　　教職員，ＮＰＯ等の指導者等を対象に
リーダー研修を行い森林・林業への理解を
深める　　ことにより教育の森の利用拡大
を図ります。

保安林の指定を推進し治山事
業での公的関与による森林整
備を進める一方，森林を対象
とした開発については林地開
発許可制度の適正な運用を図
り，森林の保全と森林の土地
の適切な利用を確保し住み良
い環境づくりを推進します。
また，県内の巨樹・古木に関
する情報を発信するととも
に，森林環境教育の場を整備
することにより，子供から社
会人まで含めた県民の森林に
対する理解の促進を図りま
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

山火事防止運動を実施し、貴
重な森林資源の消失を未然に
防止します。

森林国営保険の加入面積 Ｂ

里山活動協定の知事認定件数 Ａ

県民の森入園者数 Ｂ

森林整備面積 Ｂ

適正な水産行政が行えるよう
予算、決算、人事、組織運営
を行います。

課内の事務事業を把握し適正な予算、
組織運営に努めます。

Ａ

局内の事業に係る企画及び連絡調整を
行います。

Ａ

地域資源・地域環境
対策
（みどり推進課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

「里山条例」の県民への定着
と自然との豊かなふれあいの
場を提供します。

・　山火事防止運動の展
開、森林・林業関係者・森
林レクレーション等での入
山者への普及啓発を進めた
結果、大きな森林火災の発
生を防止することができま
した。
・「里山条例」を広く県民
に対し定着を図り、里山の
保全、整備等の活動への積
極的に参加する意欲を高め
てもらうため、「里山フェ
スティバル」や「里山
フォーラム」を開催し、多
くの県民に対しメッセージ
を発信できた。
・里山活動団体の活動を支
援し、また、県民、企業等
の里山活動への参加促進を
図るため、里山活動団体が
中心となり「ちば里山セン
ター」が設立され、里山の
整備についての技術研修会
や、一日里山活動体験など
を開催し、多数の参加者が
得られたことにより、里山
の保全、整備及び活用に寄
与した。
・里山条例に基づく里山活
動協定の認定件数は平成16
年度中に16件が認定され、
累計で３８件となり、概ね
順調に「里山条例」の定着
化が図られています。
・森林の整備と森林国営保
険の加入は密接に関係して
おり、１６年度は、長らく
続いている木材価格の改善
の方向性が見えないこと、
森林・林業従事者の高齢化
等が相まって、森林整備に
対する森林所有者の意欲が
低下しているため、目標に
達することができませんで
した。これは、森林の生産
物であり、循環資源である
木材が市場において十分に
利用されないことが主たる
原因と考えられますので、
この状況を改善するため
に、木材の利活用をより一
層進めることにより、森林
整備の促進を図ってまいり
ます

１　山火事防止運動の展開、森林・林業関
係者・森林レクレーション等での入山者へ
の普及啓発を進めた結果、大きな森林火災
の発生を防止することができました。
２　森林国営保険は、様々な機会を捉えて
加入促進の働きかけをしましたが、森林整
備そのものが低迷していることから目標の
２，７００ｈａを下回る結果となりまし
た。
３　長らく続いている木材価格の改善の方
向性が見えないこと、森林・林業従事者の
高齢化等が相まって、森林整備に対する森
林所有者の意欲が低下していることなどか
ら、目標の２，３４８ｈａに達することは
できませんでした。
４　里山条例に基づく里山活動協定認定件
数は、平成16年度16件で、累計は38件とな
りました。

・地球温暖化防止を目指す京都議定書の発
効に伴う二酸化炭素吸収源として、森林の
重要性が広く認識されるようになってきた
社会状況を有効に活用して、森林整備の推
進に取り組みます。
・森林が次世代、次次世代と長年月に渡り
後生に影響を与えるものであることから、
長期的視点に立って地道ではあっても確実
な方法により森林整備を着実に進めてまい
ります。
・里山条例が広く県民に定着し、県民が主
体となった里山の整備・保全活動が促進さ
れるよう里山活動団体等県民と、平成１６
年度に設立された「ちば里山センター」を
中心に協働して事業を推進します。

・県民と協働して進める「みどりづくり」
の中心をなす里山の保全と整備を推進する
ためには、地域住民とより近い関係にある
市町村の果たす役割が大きいことから、よ
り一層、市町村と協力した事業展開を図る
必要があります。
・木材価格の長期低落傾向にはいまだ歯止
めがかからず、森林を守り育ててきた人々
と山村は疲弊し、森林の整備がなかなか進
まない現状を改善し、県民が安全で健康な
生活をおくるために必要不可欠な健全で機
能の高い森林の整備を進めていく必要があ
ります。森林の有する多様な機能を総

合的に発揮させるため、森林
資源の保全と育成を推進しま
す。

内部管理業務
（水産課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

水産局政策の企画立案を行い
ます。

より次年度以降の基本及び重点方向等の情
報の共有化を進め、より具体的な施策を構
築していきます。

・生産現場や消費者ニーズに対応した試験
研究を重点的かつ効率的に行い、本県水産
物を的確に支援していくために、試験研究
機関を統合しました。
・本県、水産業について、県民に安心で安
全な水産物を安定的に供給するために、千
葉の魚のブランド化などについて、新たな
事業を構築しました。

・試験研究機関評価対応方針に的確に実施
していく必要があります。
・従来の新規事業を踏まえ、施策の重点化
の方向を明記していく必要があります。
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

個別事業所への衛生管理指導を行う加
工業種数

Ｂ

学校給食への水産物の提供 Ｂ

朝揚げ水産物の直送体制 Ｂ

加工新製品の開発 Ｂ

海面漁業・養殖業生産量/年 Ｂ

水産加工品生産量/年 Ｂ

漁業就業者数/年 Ｂ

海底障害物除去 Ｂ

貝毒検査 Ａ

養殖魚の医薬品残留検査 Ａ

食の安全・安心対策
（水産課）

県民への水産業への理解を深
めるとともに、より安全で安
心な水産物を供給します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持食の安全・安心対策は順調
に進んでいます。その理由
として①施設整備により市
場の衛生管理が向上。
②個別指導により生産体制
の衛生管理は向上したこ
と。③水産物の情報の提
供、料理教室へのおさかな
普及員の派遣も継続実施に
よる子供を初めとして食
育、魚食普及が図られまし
た。

１　食の安全・安心体制の整備
産地市場の海水浄化施設の整備、水産加工
場の衛生管理指導を実施することにより衛
生管理の向上をはかることができました。
２　食育の推進、食と農林水産業の理解増
進
モデル小学校の学校給食へ県産水産物と情
報を提供し、さらに、高校生や主婦等、都
市部の消費者を対象とした料理教室に講師
を派遣することにより、県民に水産業と魚
のおいしさを普及することができました。

・食の安全・安心体制を整備するために
は、衛生管理指導と衛生管理向上のための
施設整備を、継続して実施する必要があり
ます。
・県民に水産業と魚のおいしさを普及する
ためには、引き続き、学校給食を通じた児
童生徒とともに、魚に馴染みの薄い都市部
の消費者に対するわかりやすい普及啓発活
動が必要です。

・食の安全・安心体制を整備するため、引
き続き、衛生管理に関する指導と衛生管理
向上対策の施設整備への支援を行います。
・県民に水産業と魚のおいしさを普及する
ため、幅広い消費者に対する継続したわか
りやすい普及啓発活動を継続して実施しま
す。また、県産水産物の給食への供給増大
を図っていきます。

流通販売・消費対策
（水産課）

新鮮でおいしい水産物や高品
質の水産加工品を安定的に供
給することによって、千産千
消を推進します。

Ａ　拡大 Ａ　拡大朝揚げ水産物の直送、加工
製品の開発、改良等によ
り、販売促進・消費拡大に
寄与することができまし
た。

１　「千葉ブランド」の確立に向けた販売
促進対策
高鮮度でおいしい水産物を産地から消費地
へ直送する体制づくりのための実証試験を
行い、朝揚げ水産物をその日のうちに消費
地の店舗に届けることができました。
２　流通体制の整備・合理化
漁獲量の多いカタクチイワシの食用利用を
推進するため、天ぷら素材等やごま漬けの
改良品の開発を行いました。

・朝揚げ水産物の直送は、実証試験後も漁
協と都市部小売店との間で取引が継続して
いますが、定着化のためには、流通業者等
関係者との連携が必要です。
・カタクチイワシの食用利用のため、天ぷ
ら素材等やごま漬けの改良品の開発を行い
ましたが、引き続き、食用利用率を高める
ため、付加価値をつけた製品開発が必要で
す。また、健康食品としての利用拡大も重
要です。
・県産水産物の販売促進、消費拡大を図る
ためには、これら取組みを有機的に連携さ
せていく必要がある。

・朝揚げ水産物直送を定着化させるため、
流通業者等関係者との協議を行い、様々な
手法での消費地への送り出しを支援してま
いります。
・地域の主要魚種であるカタクチイワシと
イカを活用し付加価値を高めた製品づくり
を支援してまいります。また、健康食品と
しての利用拡大にも取組んでまいります。
県産水産物の販売促進、消費拡大のこれら
取組みを有機的に連携させていくための戦
略司令塔を構築し、関係者が意見交換・交
流を促進し、総合的なPRに取り組みます。

生産振興・経営支援
対策
（水産課）

漁船漁業のハイテク化、操業
の安全性を高め、資源状態に
応じた計画的な生産体制を確
立し、新鮮でおいしい千葉の
さかなを持続的・安定的に供
給します。

Ｂ　改善 Ｂ　改善漁業調査船による的確迅速
な漁況海況情報の提供によ
り、本県漁船の円滑な操業
及び漁場の効率的利用が図
られ、海面漁業生産量の増
加が見られました。

１　農林水産業を支える経営体、担い手の
育成
水産業改良普及職員等による漁場者グルー
プの研究活動、経営改善等の指導を通じ、
漁業者の自主的な取組みを支援しました。
更に、水産業青壮年女性活動実績発表大会
の開催で漁業者間の情報の交流を促すこと
ができました。
地域漁業のリーダーである漁業士との連携
のもと「知事と語ろう！明日の漁業」を銚
子市及び富津市で開催しました。
漁場現場での漁業体験実習の開催により、
漁業への適正把握の場を提供しました。そ
の結果、実習者うち2名が県内で漁業へ就業
しました。
２　水産資源の増大と持続的利用の推進
許可及び調整業務を円滑に遂行したことに
より、本県海面並びに他県海面における本
県漁船の円滑な操業及び漁場の効率的な利
用、県民に対する新鮮な水産物の安定供給
がはかられました。

・地域での新規漁業就業者の受け入れ体制
を整えていく必要があります。
・資源の減少、魚価の低迷、漁船設備の老
朽化、乗組員の高齢化等により漁船漁業の
経営は非常に厳しい状況にあります。将来
にわたり安定した生産体制を構築するため
には、協業体等の合理的な漁業経営組織の
検討や資源の適正な管理と操業形態の見直
し等の取り組みを積極的に支援していく必
要があります。

・新規事業として、意欲をもって漁業経営
改善や経済活動に取組む中核的漁業者協業
体及び漁村女性起業化グループの組織化支
援を実施する予定です。
・ 漁業調査船竣工後は、漁場調査において
は本県漁船に対してより効率的な漁場誘導
及び漁業指導が可能となり、また、漁況海
況情報、漁場環境特性、海底地形の形状等
の調査研究データがより広範囲により高精
度に収集可能となり、漁船漁業の効率化、
調査研究の充実が期待できます。

地域資源・地域環境
対策
（水産課）

漁村地域と都市部住民との交
流を通じ、産地における県産
水産物の消費拡大と漁村の活
性化を図る一方、漁場の環境
を整備・保全し、漁業操業の
安全を図ります。

Ｂ　改善 Ｂ　改善東京湾の操業上支障となる
海底障害物を調査確認し、
更に除去を行うことによ
り、操業の安全を確認する
ことを通じて、漁船漁業の
振興を図った。

１　都市と農山漁村の交流の推進
漁業体験を巡るスタンプラリーを実施する
ことにより、漁村地域と都市部住民の交流
を図ることができました。
２　漁場・漁村環境整備の推進
海底障害物の除去や海難予防の標識灯の設
置の操業安全対策を行うなど、漁場の特性
を生かした東京湾漁業の振興を図ることが
できました。

・漁村地域と都市部住民の交流を図るため
に、漁業体験や各種イベントへの参加等、
引き続き、交流のための取り組みが必要で
す。
・東京湾の漁場の特性を生かすための振興
等と操業安全対策を講じるため、引き続き
対策に取組む必要があります。

・漁村地域と都市部住民の交流を図るため
に、漁業体験や各種イベントへの参加の
他、漁家民宿等滞在しながらの交流にも取
組んでまいります。
・東京湾の漁場の特性を生かす振興等と操
業安全対策を図るため、引き続き各種対策
を講じてまいります。

食の安全・安心対策
（漁業資源課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　安全・安心な水産物の供
給を目指し、以下の検査を
実施しました。
・　貝毒検査においては，
貝毒は検出されず安全が確
認されたこと。
・　医薬品残留検査では、
水産用医薬品が残留してい
る養殖魚は検出されず、安
全が確認されました。

　貝毒検査、及び養殖魚の水産用医薬品残
留検査を実施したことにより、安全な魚貝
類の供給が図られ、「千葉ブランド」の確
立に貢献できました。

・　「食の安全・安心」を確保するため、
継続的な貝毒検査の実施、また、水産用医
薬品の適正な使用などの指導が必要です。

　食品としての安全性を確保するため，引
き続き医薬品の適正使用の指導や検査を実
施します。

貝毒検査や養殖魚の医薬品残
留検査を実施し、食品として
の安全を確保するとともに、
県民に安心感を与えます。
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

人工種苗５魚種の種苗放流 Ａ

種苗の放流 Ａ

資源管理の基礎調査
（５か年計画）

Ａ

漁場の造成（５か年計画） Ａ

三番瀬漁場再生調査 Ａ

水産物の供給基地漁港のほ
か、地域の活性化、高齢者・
女性のより安全で円滑な漁業
生産活動、利便性の向上、航
行の安全確保を図るため、漁
港整備を推進し、併せて漁港
利用の適正化のため、漁港管
理を行ないます。

漁港漁場整備事業(県管理　漁港13港)
の整備率

Ａ

埋立及び道路等の整備面積 Ａ

生産振興･経営支援対策に
向けて順調に進んでいま
す。
その理由として､①漁港漁
場整備事業(県管理漁港13
港)の整備率が前年度より
6％増加したこと､②銚子
漁港の道路等の整備が完了
したことなどがあげられま
す｡

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
漁港整備を推進することにより、漁業者が
より安全で使いやすくなる成果をあげてい
ます｡　また、漁港・漁村と都市との交流の
場をつくることにより、地域が一層活性化
する環境が整う成果をあげています｡
漁港には､上記のほかにも公益的多面機能を
有していますが、この機能を発揮する漁港
環境の向上はまだまだ十分とはいえない状
況です。

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
　　現在、漁港・漁場・漁村の整備を総合
的かつ計画的に実施するため､平成14年度か
ら漁港整備事業計画の整備推進途中であ
り、まだ十分な状況ではありません｡　その
ため､漁業者等の関係者の意向を十分考慮
し､優先度の高いものから利便性､環境に配
慮した漁港の整備を進めていく必要があり
ます｡

１　生産性向上に向けた生産基盤の整備
　　漁港・漁場・漁村の整備を総合的かつ
計画的に実施するため､引き続き、漁港整備
事業計画の整備　　を推進します｡

生産振興・経営支援
対策
（漁業資源課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持・　種苗の放流や漁業者自
らが実践している資源管理
により、資源の維持・増産
に大きく貢献しています。
・　漁場の造成は、５か年
計画の３年目での進捗率は
56％で若干遅れています。
・　三番瀬漁場再生調査
は、３か年計画の２年目で
概ね順調に進んでいます。

・　種苗の生産放流や、資源管理の普及啓
発等により水産資源の維持、増大が図られ
ました。
・　漁場の造成については、４か所に人工
魚礁15,300空ｍ3を設置、１か所に増殖場
0.38haを造成しました。
・　三番瀬漁場再生調査については、アオ
サの季節別発生量の把握、アサリの冬季減
耗防止効果の確認、アマモ生育と環境条件
等の確認ができました。
・　その他、漁場環境を保全するため、ノ
リ漁場における油流出等の監視や磯根漁場
の根掛り廃棄物を回収しました。

(1) 水産資源の増大と持続的利用の推進
　・　種苗生産におけるウィルス性疾病の
防除等技術的課題の解決や放流効果を把握
するための調査が必要です。
　・　漁業者が資源管理を実践するため
に、必要な基礎調査や資源回復計画の策定
が必要です。
　・　１都２県（神奈川、静岡）がキンメ
ダイの「資源回復計画を策定」するが、本
県漁業者に支障となることも予想されるこ
とから関係情報を提供する必要がありま
す。
　・　水産物の安定供給と漁家経営の安定
を図るため、漁場造成を進めていく必要が
あります。

(2) 三番瀬の漁場環境の再生
　・　三番瀬漁場再生を確実なものとする
ため、継続して漁場再生に必要となる調査
を実施する必要があります。

(1) 水産資源の増大と持続的利用の推進
　・　水産総合研究センターで疾病防除の
技術的な課題解決に向けた研究や放流効果
を把握するための調査を引き続き実施しま
す。
　・　資源管理計画を策定するため、トリ
ガイ、アカガイ分布調査、クラゲ分離網の
技術開発、チョウセンハマグリ汀線調査な
どを実施します。
　・　キンメダイ資源回復計画の策定の是
非について、千葉県キンメダイ資源管理実
践推進漁業者協議会で「資源回復計画」の
対応を検討します。
　・　漁業資源の持続的増大及び漁家経営
の安定化のために、漁場造成を継続して実
施します。

(2) 三番瀬の漁場環境の再生（三番瀬漁場
再生調査）
　・　アオサ発生量調査
　　　早急にアオサの回収実証試験等を行
い、効率的な回収手法を確立します。
　・　アサリ調査
　　　引き続き波高変動の観測を実施する
とともに、数値解析により効果的な手法を
開発します。
　・　藻場造成調査
　　　アマモの移植、播種試験を行うとと
もに、種子の大量培養手法を確立します。

本県沿岸漁業及び内水面漁業
における重要な資源の維持・
増大を図るため、種苗の生
産、放流、漁場の造成や漁場
環境の保全を行うとともに、
漁業者自らが資源管理を実践
し、資源の持続的利用を推進
します。
　また、三番瀬漁場再生計画
のための調査を実施します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

銚子漁港の総合漁業基地化を
図るため､　公共施設用地の
造成及び水産加工場等の　漁
港関連施設用地の造成を行な
います。

生産振興･経営支援
対策
（漁港課）
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部名：　　県　土　整　備　部　

県土整備部の組織運営方針を
遂行するための政策、組織人
事、経理等の調整を行いま
す。

部内職員の業務等の遂行状況を正確に
把握し、適正な組織運営に努めます。

Ａ

県土整備部の政策について、
部局及び部内各課の情報提
供,連絡調整を行い,部の政策
の企画やとりまとめを行いま
す。

他部との総合調整等を行なうとともに
部内職員に必要な情報が共有されるよ
う、迅速な情報の収集・提供を行い部
の政策のとりまとめを行ないます。

Ａ

自然災害、大規模事故等で破
損した社会基盤の復旧を行う
ことにより県民の生命・財産
の保全を図ります。

災害等が発生したときに、国及び関係
市町村と必要な連携・調整を図り、円
滑な事業の遂行に努めます。

Ａ

都市計画審議会の開催回数 Ａ

都市計画研修会等の開催 Ａ

１　総務、人事、経理
旧土木事務所と旧都市計画事務所での統合
可能事務の精査をしていきます。

２　政策
政策の実現に向けて、引き続き必要に応じ
て部内各課を集めて会議を行える体制をつ
くり、部内の連絡調整を行い、企画や調整
をすすめていきます。
また、「千葉県まちづくり懇談会」を通じ
て市町村、ＮＰＯ、県民による協働のまち
づくりを進めます。

３　災害復旧
　　災害復旧に係る業務について引き続き
関係機関と協力し進めるとともに災害査定
業務の簡素化に
ついて国に要望していきます。

まちづくりの主体である市
町村と十分調整をとり、適
切なまちづくりの推進、都
市計画の決定・変更を行い
ました。

・各市町村及び国と十分連携を図り、地域
の実情に合った都市計画の決定・変更を行
うことができました。
・都市協会を通じ、近県の情報収集や都市
計画に関する情報の共有化を図ることがで
きました。
・都市計画見直し方針について、市町村の
意向調査、県民へのパブリックコメント、
都市計画審議会における意見交換等により
十分な検討を行うことができました。

・県、市町村において、情報の共有化不足
や認識の相違による制度の未活用や手続き
の遅延。
・時代の要請にあった都市計画の見直しを
より進めていく必要がある。

・農林部局や各市町村と十分調整を図り、
情報の共有化やＨＰ等による情報提供によ
り地域の実情に合った都市計画制度の利活
用を行います。
・国、県、市町村において十分調整を図
り、長期未着手道路の見直しや、地域の実
情に合った市街地の構築等、時代の要請に
あった都市計画の見直しを進めていきま
す。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

Ａ　拡大 Ａ　拡大

検証指標・手段
施策名
（課　名）

「千葉県都市整備基本方針」
に沿ったまちづくりの推進、
都市計画決定・変更を行いま
す。

県土整備部の組織運営方針
を遂行するための政策、組
織人事、経理等の調整を適
切にしました。
内容としては、①組織につ
いて部内事務事業の更なる
合理化を図るとともに各事
業の進捗状況に応じて事務
所の新設、廃止した②予
算､決算等に係る業務を総
合的に推進した③政策の調
整を進めるために必要に応
じて適宜部内各課を集めた
会議を開催し部内の連絡調
整を図るとともに新たに発
足した部としての企画や調
整のとりまとめを進めまし
た④公共土木施設災害復旧
に係る業務を円滑に遂行し
たことなどがが挙げられま
す。

県土整備部の組織運
営方針を遂行するた
めの政策、組織人
事、経理等の調整
（県土整備政策課）

１　総務、人事、経理
総務については、旧土木部と旧都市部が統
合された県土整備部の各課及び各出先機関
がその使命・役割を発揮できるように合理
的・効率的な連絡・調整を行い、適正な連
絡・調整を実施しました。
組織については、部内事務事業の更なる合
理化を図り、千葉県定員適正化計画に基づ
いて、その目標である定員の３％減員（▲
５６）を達成するとともに、各事業の進捗
状況に応じて、北千葉道路建設事務所の新
設、及び木地区事業室の設置（柏整備事務
所内）し、また、市原区画整理事務所を廃
止しました。（外、組織の改組等　・江戸
川下水道事務所「第一終末処理場建設室」
設置・長生地域整備センター「公園街路
課」の廃止）
　経理については予算､決算等に係る業務を
総合的に推進し、国費事務及び繰越に係る
業務を関係機関と協力し円滑に遂行すると
ともに会計実地検査に係る業務を総合的に
推進しました。

２　政策
　　　適宜必要に応じて部内各課を集めて
会議を開催し、部内の連絡調整を行うなど
政策の実現に向けて取り組みました。
　　　今後のまちづくりの主体となる市町
村や民間のＮＰＯなどの多くの方々が２１
世紀の市街地形成を考える際の手がかりと
なる「千葉県２１世紀調査研究委員会報
告」を取りまとめました。
　　　県とＮＰＯが協働し「まちかど
フォーラム」「メインフォーラム」等を開
催して連携と協働のまちづくりを推進しま
した。

３　災害復旧
災害復旧に係る業務を関係機関と協力し進
めるとともに災害査定業務の簡素化につい

１　総務、人事、経理
旧土木事務所（現各地域整備センター）と
旧都市計画事務所（４整備事務所）の業務
統合と更に効率化を図る必要が有ると考え
られます。

２　政策
　　　厳しい予算のなかで事業効果を上げ
るため、さらに一層総合的に部の政策を進
めていく必要があります。
また、連携と協働のまちづくりの一層の推
進のため市町村の主体的な取り組みが必要
です。

３　災害復旧
災害復旧に係る業務を円滑にすすめるため
更なる災害査定業務の簡素化が必要です。

都市計画の推進
（都市計画課）

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

資料　４
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

関係機関に対し、県が発注す
る建設工事の事故防止を図る
ため、安全対策及び再発防止
策等について指導します。

建設工事の安全を確保するため、建設
工事安全対策委員会により、必要な事
項の調査・検討・審査し、指導・助言
します。また研修会・講習会の実施に
より、安全対策を徹底します。

Ｂ

法律の規定による届出件数、現場パト
ロール結果から法施行の実態把握に努
めます。

Ｂ

指針（法第４条関係）に基づき建設ﾘｻ
ｲｸﾙの推進に努めます。

Ａ

県民及び関係機関に対し
て、コスト縮減・環境負荷の
低減等に資する材料や民間
の開発した新技術の活用を
図るため、技術情報の提供
を推進します。

溶融スラグ等の新技術の利用拡大を図
るための情報提供を実施していきま
す。

Ｂ

県が発注する工事等の請負
業者等に対し、工事や委託
業務が適正に行われ、契約
どおりの品質が確保されて
いるかどうかを厳正かつ効
率的に検査し、併せて品質
向上のための技術指導を行
います。

検査精度の向上を図るため、関係者へ
の講習会・検査監研修等を実施し、品
質向上及び成績評価の公平に努めま
す。

Ｂ

適正な公共工事等を
執行するための指
導・管理・検査
（技術管理課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持１　建設工事の事故防止の徹底
　　前年度に比べ事故の件数は減少してい
ますが、さらに建設工事に携わる関係者の
安全への意識を高め、事故防止の徹底を目
指します。
２　建設リサイクルの推進
建設副産物実態調査の結果、建設発生土を
除く建設副産物については平成１７年度目
標値を達成しています。今後は更なるリサ
イクルの向上と建設発生土の目標達成を目
指します。
３　新技術の活用・普及に向けた情報提供
　　新技術の情報の提供は、県庁内ホーム
ペジや新技術の発表会等を実施したことに
より拡大してきたが、活用・普及に向けた
更なる方策が必要です。
４　品質確保のための厳正かつ効率的な検
査
　　講習及び研修方法について、さらに充
実を図り実施したことにより目標に向け
て、着実に前進しています。

１　建設工事の事故防止の徹底
　　研修会や講習会で発注者側の安全意識
を高めるとともに、現場での安全パトロー
ルの強化により、受注者への更なる安全指
導を行う必要があります。
２　建設リサイクルの推進
建設廃棄物全体の再資源化率・平成１７年
度目標値は達成していますが、発生木材及
び建設汚泥の再資源化に向けての利用拡大
方策を検討する必要があります。また、建
設発生土の工事間利用の促進を図ります。
３　新技術の活用・普及に向けた情報提供
　　新技術の活用・普及に向けて、新たに
新技術の活用実績の情報を提供する必要が
あります。
４　品質確保のための厳正かつ効率的な検
査
　　さらなる品質向上及び成績評定の公平
性の確保を図る必要があります。

１　建設工事の事故防止の徹底
　　建設工事に携わる関係者に対して講習
や研修を行い、事故に対する認識の向上を
図ります。
２　建設リサイクルの推進
発生木材については「千葉木材ワーキン
グ」で策定されるリサイクル推進方策の行
動計画を基に各種施策を実施します。ま
た、建設汚泥については国及び庁内で設置
された検討会において、有効利用のための
制度や技術について検討し、利用推進指針
等を作成します。
３　新技術の活用・普及に向けた情報提供
　　新たに、（財）千葉県建設技術セン
ターを活用した市町村への情報提供や県庁
内ホームページにより発表会を実施した新
技術の活用実績を情報提供します。
４　品質確保のための厳正かつ効率的な検
査
引続き関係者への講習及び検査監研修等を
実施し、品質向上及び成績評定の公平性の
確保に努めます。

１　建設工事の事故防止の
徹底
　　平成１６年度の千葉県
発注の建設工事における事
故発生件数は前年度の１４
件に対して１１件に、県土
整備部の事故発生件数は１
１件から７件にそれぞれ減
少しています。
２　建設リサイクルの推進
　　建設リサイクルの推進
は順調に進んでいます。
その理由として①建設廃棄
物のリサイクル率が目標を
超えて向上したこと。②建
設発生土については５４％
から６４％（平成１４年度
値）と１０ポイント上昇
し、今年度は更に向上が見
込めること。③解体業者登
録は本年度６４件、全登録
者数５１５件（平成１７年
３月末）と順調に登録者数
がふえていること。④国・
県・関係業界等からなる千
葉木材ワーキングや建設汚
泥検討会等が発足し、当該
廃棄物のリサイクルの促進
が期待できること。などが
挙げられます。
３　新技術の活用・普及に
向けた情報提供
　　新技術の活用・普及に
向けて、県庁内ホームペー
ジに４５件の新技術を掲載
するとともに、県・市職員
２４０人の参加のもとに４
７件の新技術の発表会（２
回）を開催し、情報の提供
を図りました。
４　品質確保のための厳正
かつ効率的な検査
　　関係者への講習及び検
査監研修の実施により、目
標に向けて概ね順調に進ん
でいます。

県民及び建設業関係者等に対
し、建設リサイクル法の遵守
と建設副産物の発生抑制・建
設資材の再利用・再使用及び
適正処理を推進します。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

建設業法を遵守させることに
より、建設工事の適正な施行
を確保し、発注者等を保護す
るとともに、建設業の健全な
発達を促進します。

建設業法に基づく許可・指導･相談を
適正に行います。

Ａ

建設工事にかかる入札･契約制度の適
正な運用とその指導及び同制度の改善
を適切に行います。

Ａ

初級・中級の段階別の研修の開催 Ａ

各関係機関への巡回指導 Ａ

年間を通じた困難事案に対する指導・
助言

Ａ

土地・物件の補償額算定を適
正に行うことにより、公共事
業の円滑な遂行と補償内容の
適正化を図ります。

県土整備部の用地補償設計書のうち一
定額を超える設計書についての審査

Ａ

未登記土地の調査、処理及び取得用地
の登記委託。

Ｂ

建設業法の施行、建
設工事に係る入札･
契約制度の適正な運
用と改善
（建設・不動産業
課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善１　建設業法の施行
　建設業の健全な発展を目指し、建設業者
に対して適正な許可、指導を実施するとと
もに、建設業法に違反した業者に対しては
厳正な指導や監督処分を実施してきまし
た。一方、発注者等を保護するため、建設
工事紛争相談等を実施し、消費者保護や知
識普及に努めてまいりました。
これにより、建設業の健全な発展に一定の
成果をあげたものと考えますが、建設工事
請負契約に係るトラブルが一部に見受けら
れます。
２　建設工事に係る入札･契約制度の適正な
運用と改善
　入札制度の透明化及び効率化のため、平
成16年度は以下の4点について改善を行いま
した。①千葉県電子調達システムの構築を
完了し、平成１7年度から導入を開始。②低
入札価格調査制度の対象工事の拡大につい
て平成17年度から開始。③ほ装工事におけ
る適正な施工確保について、舗装施工管理
技術者の配置義務付けの試行を平成17年度
に実施。④入札制度における総合評価方式
の導入について試行を平成17年度に開始。
しかしながら、入札・契約制度は、常にそ
の時代の社会情勢に対応した改善が必要と
されるため、今後も検討を進めていく必要
があります。

１　建設業法の施行
　建設工事請負契約にかかるトラブルが一
部に発生していることから、引き続き建設
業者への適正な指導及び発注者保護等を図
る必要があります。
２　建設工事に係る入札･契約制度の適正な
運用と改善
　適正な入札・契約制度の構築には完成形
は存在せず、常に社会情勢に適応した制度
を構築していくことが重要であり、今後も
適正な制度構築に向けた改善が必要となり
ます。また、電子調達システムについて
は、入札・契約制度の改善に対応したシス
テムの改良が必要となることから、制度の
改善とシステムの改良の円滑な連携を図る
必要があります。

１　建設業法の施行
　建設業者の資質の向上については、業界
団体を通じた指導に加え直接建設業者に対
する指導を強化し、建設業法の遵守を徹底
させるとともに違反した建設業者に対して
は、厳正な指導や監督処分を行ないます。
また、消費者保護を図るため引き続き建設
工事紛争相談を実施する外、消費者啓発の
内容をホームページに記載し、消費者の利
益保護と知識普及に努めます。
２　建設工事に係る入札･契約制度の適正な
運用と改善
　入札・契約制度の適正な運用と改善を推
進するため、千葉県入札・契約制度監視委
員会の協議結果を入札・契約制度検討委員
会に適切に反映させる取組みを実施しま
す。また、千葉県電子調達システムの推進
を図る「千葉県CALS/EC整備基本構想及びア
クションプログラム」に適正に対応するた
め、システムの普及を目的とした広報活動
に取組みます。

建設業法の施行を適正に実
施しました。その理由とし
て建設業者に対して適正な
許可・指導を実施するとと
もに違反業者に対しては厳
正な指導、監督処分を実施
し、消費者保護や知識普及
のための紛争相談等を適正
かつ円滑に行ったことがあ
げられます。また、建設工
事に係る入札・契約制度の
適正な運用と改善は概ね順
調に進んでいます。この理
由として、入札・契約制度
について４点の改善が行わ
れ、適正な制度改善が進め
られていることがあげられ
ます。

建設工事にかかる入札･契約
制度の適正な運用とその指導
を行い、また同制度の改善を
行うことにより制度全体の円
滑な運用を図ります。

適正かつ円滑な用地
取得
（用地課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持１　適正かつ円滑な用地取
得の実現に向けて順調に進
んでおります。
　①　用地事務担当者の専
門的知識・技術の向上を図
るため初級・中級の研修会
を開催しました。また、各
関係機関への巡回指導及び
年間を通じた指導・助言に
より担当職員の資質の向上
を図りました。
　②　県土整備部内の用地
補償設計書のうち一定額を
超える設計書について適切
に審査を実施し、補償内容
の適正化を図りました。
　③　未登記土地の調査、
処理及び取得用地の登記委
託を実施し、県道敷に存在
する未登記土地の解消及び
取得した用地の登記の適正
化を図りました。

１　用地事務担当者の育成・指導
初級・中級の段階別の研修の開催並びに各
関係機関への巡回指導を実施することによ
り、担当職員の専門的知識・技術の理解等
が向上した。
２　用地補償設計の適正化の推進
　　県土整備部内の用地補償設計書のうち
一定額を超える設計書について適切に審査
を実施することにより、公共事業に伴う用
地補償の内容の適正化が図られた。
３　未登記土地の解消及び取得用地の登記
の適正化の推進
未登記土地の調査、処理及び取得用地の登
記委託を実施し、県道敷に存在する未登記
土地の解消及び取得した用地の登記の適正
化を図られた。

適正かつ円滑な用地取得を推進するにあた
り、県として統一した用地補償を実施する
ために、用地補償設計の審査の範囲を他部
局まで拡大する必要があります。
１　用地補償設計の適正化の推進
・用地補償設計の適正化を推進し、県とし
て統一した用地補償を実現するために、現
在、実施している県土整備部の用地補償設
計書の審査の範囲を他部局まで拡大する必
要があります。

適正かつ円滑な用地取得を推進するため、
用地事務担当職員への継続した育成・指
導、未登記土地の解消並びに適正な用地補
償を推進します。
１　用地事務担当職員の育成・指導
　・用地事務担当職員の育成・指導を推進
するため、研修会・巡回指導等の事業を継
続します。
２　用地補償設計の適正化の推進
・県として統一した用地補償を実施し、公
共事業の円滑な遂行と補償内容の適正化を
推進するため、知事部局及ぶ他部局（教育
庁、企業庁、水道局）の用地補償設計書の
うち一定額を超える設計書についての審査
を実施します。
３　未登記土地の解消及び取得用地の登記
の適正化の推進
　・未登記土地の調査、処理及び取得用地
の登記委託を継続して実施します。

県道敷に存在する未登記土地
の解消及び取得した用地の登
記の適正化を図ります。

用地事務担当者の用地交渉に
おける専門的知識・技術の向
上を図ります。
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高規格幹線道路整備率 Ａ

県都１時間構想達成率 Ｃ

歩行者や自転車等が安全で快
適に通行できる人にやさしい
バリアフリー化した歩道及び
自転車道を、車両と分離され
た独立する道路空間として整
備します。

人にやさしい歩行空間の整備 Ａ

車両の走行安全性や良好な沿
道環境が保持され、安全で円
滑な交通を確保するため、路
面の適正な補修や高機能舗装
の整備を進め、維持管理の最
適化を図ります。

安全性を確保する交通環境の整備 Ａ

自然災害による道路施設への
被害を未然に防止し、災害に
対して安全で信頼性の高い道
路網を確保するため、道路の
防災対策を実施するととも
に、適正な施設管理の検討、
防災体制の強化を図ります。

災害に強い道路の整備 Ａ

全国的な交流・連携を強化す
る高規
格幹線道路等の整備や県内地
域相互
の交流・連携を強化する地域
高規格道路等の整備を進めま
す。

Ａ　拡大 Ａ　拡大全国的な交流・連携を強化
する高規格幹線道路等の整
備や県内地域相互の交流・
連携を強化する地域
高規格道路等の整備を進め
ており、１６年５月２９日
に富津館山道路の鋸南富山
ＩＣ～富浦ＩＣ間
８．９Ｋｍ及び１７年３月
１９日に東関東自動車道館
山線富津中央ＩＣ～富津竹
岡ＩＣ間７．５Ｋｍが開通
しました。
　　今回の開通により、館
山市役所から千葉県庁に向
かう場合、約９０分が約８
０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。

富津館山道路（鋸南富山ＩＣ～富浦ＩＣ間
開通により）の全線開通　Ｈ１６．５
館山自動車道（富津竹岡ＩＣ～富津中央
間）の開通　Ｈ１７．３

・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
路の整備促進を図ること。
・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、事業の熟度を高めるこ
と。

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

Ｂ　改善 Ｂ　改善・道路の適正な維持管理と
快適な道路（歩行）環境の
整備の実現に向けて概ね順
調に進んでいますが、一部
に課題があります。県の取
組については、①歩道等を
９．５ｋｍ整備したことに
より安全な歩行空間を確保
したことや②３箇所の交差
点改良を完成したことによ
り渋滞の緩和や交差点にお
ける人や車の安全を確保で
きたことなど一定の成果を
あげることができました。
更に、③土砂等の崩壊防止
施設や橋梁の耐震補強の整
備を進めたことにより、災
害に強い県土の基盤づくり
にある程度の成果をあげる
ことができました。一方、
これらの整備を必要とする
道路施設は依然として数多
く残されています。
なお、道路の適正な維持管
理と快適な道路（歩行）環
境の整備の実現には、国に
おける公共事業費や補助金
の削減などの要因が強く影
響します。

１　歩道及び自転車歩行車道整備と交差点
改良の推進
　　歩行者や自転車が安全で快適に通行で
きる空間を確保するためには、歩道や自転
車道を車道から分離する必要があります。
そのため、バリアフリー化した歩道及び自
転車歩行車道を９．５ｋｍ整備しました。
　また、交通死傷事故の削減と交通渋滞の
緩和を図るため、対策の必要な優先度の高
い３６箇所の交差点改良を進めており、本
年度の３箇所を含め１１箇所が完成しまし
た。現在、残る２５箇所の交差点について
も事業を進めていますが、短期間で全てを
完成させることは難しい状況です。
２　舗装道路の修繕と道路の維持管理
　　車輌の走行安全性や良好な沿道環境を
保持し、安全で円滑な交通を確保するため
約８３ｋｍの舗装道路の修繕を行なうとと
もに、道路の機能を適切に維持管理するた
め、排水整備や道路の除草などを行ないま
した。
３　道路防災施設整備の促進
　　災害に強い道路を整備するためには、
落石や崩壊の恐れのある箇所や地震による
重大な被害が予想される橋梁について、補
強対策をを実施する必要があります。その
ため、「道路防災総点検」の結果に基づき
計画的に進めているところであり、７箇所
の崩壊防止施設と１０橋の耐震補強を完了
しました。
　　しかしながら、早急に耐震対策を要す
る３２橋の整備が完了していないため、緊
急的な対策が必要です。

・事故が多発している地点の解消には多額
の費用と長期間を要することから、短期間
で効果の期待できる緊急的な対策を実施す
る必要があります。そのためには、注意喚
起看板や交差点での区画線の明瞭化などの
応急的な対策が必要です。更に、橋梁の耐
震対策についても同様に落橋、倒壊など甚
大な被害を受けないような必要最小限の対
策を早期に実施する必要があります。
　また、道路は車輌の通行や自然環境の影
響により状況が常に変化するため、道路パ
トロールによる監視が重要ですが、管理区
間が広範に亘るため現状の把握が難しい状
況です。そこで、定期的に行なっている道
路パトロールをいかに効率的に行なうかが
課題となっています。

・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。
・道路状況を正確に把握することによりき
め細かな対応を図るため、県管理道路の全
路線について歩行による詳細点検パトロー
ルを実施します。

道路の適正な維持管
理と快適な道路（歩
行）環境の整備
（道路環境課）

高規格幹線道路や地
域高規格道路等の整
備
（道路計画課）
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印旛沼流域の水循環の健全化
を図ることにより、「印旛沼
を再び恵みの沼」にします。

緊急行動計画推進の成果を水循環健全
化会議でモニタリング調査するととも
に、水質指標（COD年平均値）を検証
指標とします。

Ａ

三番瀬再生のための市川市塩
浜護岸の整備を進めます。 円卓会議の後継組織と連携を図りなが

ら設計作業を実施します
Ｃ

公共水域におけるプレ
ジャーボートの不法係留を
解消します。

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄに係る条例の適切な運用
を図るとともに、放置実態の調査を実
施します。

Ｂ

海岸における海の家の不法
占用を解消します。 海岸法の適切な運用を図ります。 Ａ

災害に強い安全な河川の整備
と良好な河川環境を整備しま
す。

災害に強い安全な河川の整備・推進を
図るための施策を企画・立案します。

Ａ

Ａ　拡大Ａ　拡大１．印旛沼流域水循環健全化（水質改善）
の推進
　「印旛沼再生に係る市民・ＮＰＯ意見交
換会」を開催し、多数の参加（２３０人）
があり、多くの意見をいただきました。ま
た、「印旛沼再生行動大会」の開催（１０
００人参加）や広報により、印旛沼再生の
重要性を広く周知することができました。
２．市川市塩浜護岸の整備
　護岸設計の着手には至りませんでした
が、「個別検討委員会の設置に係る基本的
な考え方」を再生会議で承認いただいたこ
とから、護岸検討委員会設立の準備を整え
ることができました。
３．不法係留対策の推進
　旧江戸川における条例に基づく適正化区
域を、東京都と共同して同一水域を同時に
指定し、これに係るマスコミ報道を通じ
て、一般県民の不法係留対策への関心を高
める契機とすることができました。
４．海の家不法占用の解消推進
　今まで、１５４件のうち１０３件（１６
年度では７件）の解消をしました。
５．災害に強い安全な河川の整備
　流域懇談会の開催、洪水ハザードマップ
作成に関する勉強会・説明会等の開催によ
り、河川整備計画策定やソフト対策の重要
性に対する認識の向上と県と市町村との防
災意識の共有化を図り、安全対策を推進し
ました。

１．印旛沼流域水循環健全化（水質改善）
の推進
　「緊急行動計画」に盛り込まれた対策は
多岐にわたり、流域住民の積極的な対策の
実施が重要であり、市民・ＮＰＯが取り組
む対策の実践を拡げていく必要がありま
す。
２．市川市塩浜護岸の整備
　護岸検討委員会の設立及び、同委員会に
おける護岸構造等の決定並びに、護岸の改
修工事を早急に実施することが必要です。
３．不法係留対策の推進
　平成１６年１１月に実施した実態調査に
よると、いまだ県下で5,670隻の不法係留船
が確認され、適正化区域等の指定をはじ
め、適正に収容できる係留施設の確保等を
実施していく必要があります。
４．海の家不法占用の解消推進
　残る５１件の不法占用の解消を図るとと
もに、海岸における適正な利用ルールのも
と、不法占用解消後における海岸とその後
背地を「観光立県千葉」として利用活性化
していく必要があります。
５．災害に強い安全な河川の整備
　ソフト対策の重要性についての認識をよ
り一層醸成し、市町村によるハザードマッ
プの作成促進を図る必要があります。

１．印旛沼流域水循環健全化（水質改善）
の推進
　「みためし行動」を点から面へと拡げて
いくため、市町村と連携・協働して実施地
域を増やしていきます。
２．市川市塩浜護岸の整備
　高潮災害の防止と三番瀬の自然環境の再
生を図るため、護岸検討委員会を早急に設
立し、同委員会で決定される護岸構造等に
基づく護岸の改修工事に早急に着手出来る
よう準備を進めます。
３．不法係留対策の推進
　実態調査の結果を踏まえ、特に放置プレ
ジャーボートに起因する問題が顕在化して
いる地域を選定し、順次条例に基づく適正
化区域等に指定していきます。
　また、適正に収容できる係留施設の確保
等について、港湾課、漁港課とも連携し努
めていきます。
４．海の家不法占用の解消推進
　国に対し、提訴されていない案件の早期
提訴を働きかけるとともに、海岸を利用し
た地域振興策の検討に、引き続き部局横断
的連携により参画していきます。
５．災害に強い安全な河川の整備
　災害に強い安全な河川の整備を推進する
ため、引き続き、河川整備計画策定の推進
を図るとともに、ハザードマップ等による
ソフト対策の充実を図っていきます。

河川・海岸に係る施
策の企画、立案、推
進及び河川・海岸等
の適正な管理の推進
（河川計画課）

・印旛沼の水質改善に向け
て順調に進んでいます。こ
の理由として、「緊急行動
計画」への取り組みを、広
く一般の方にご理解いただ
くため、「市民・ＮＰＯ意
見交換会」（２３０人参
加）・「印旛沼再生行動大
会」（１０００人参加）を
開催し、さらにモデル地域
での「みためし行動」の実
践をし、多くの方々の意識
の高揚ができたことが挙げ
られます。
・市川市塩浜護岸の整備に
ついては、護岸設計の着手
に至りませんでした。この
理由としては「個別検討委
員会の設置に係る基本的な
考え方」の再生会議での承
認までに時間を要したこと
から、護岸構造等を検討す
る護岸検討委員会が設置で
きなかったことが挙げられ
ます。
・不法係留対策の推進に向
け概ね順調に進んでおりま
すが、多少の遅れがありま
す。この理由として、平成
15年１月に指定した市川水
路は、概ね適正化が図られ
ましたが、平成16年８月に
指定した旧江戸川では、指
導・警告や臨戸訪問等を実
施しましたが、適正化が難
航していることが挙げられ
ます。
・海の家不法占用の解消に
向けて順調に進んでいま
す。この理由として、九十
九里海岸においては、撤去
指導を重ねた結果、その半
数以上が自主撤去を行って
いることが挙げられます。
・災害に強い安全な河川の
整備と良好な河川環境整備
のための河川整備計画の策
定については順調に進んで
います。この理由として、
策定作業中の１３圏域のう
ち１０圏域で流域懇談会で
の原案了承まで進捗したこ
とが挙げられます。また、
水防法改正に向けた取り組
みとして、ハザードマップ
作成に関する市町村説明
会・勉強会も推進しまし
た。
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１時間あたり50ﾐﾘﾒｰﾄﾙの降雨
（おおむね10年に１回程度発
生する確率の降雨）に対して
安全な河川を整備します。

災害に強い安全な河川整備・推進を図
ります。

Ａ

水質悪化の著しい河川・湖沼
等において水質浄化対策を推
進し、良好な河川環境を整
備・保全します。

良好な河川環境の整備・推進を図りま
す。

Ａ

外房から内房にかけては既往
最大規模、東京湾については
伊勢湾台風クラスの高潮に対
して安全な海岸を整備しま
す。

災害に強い安全な海岸を整備・推進を
図ります。

Ａ

急傾斜地、砂防、地すべり箇
所において、豪雨等による土
砂災害を防止するための土砂
災害防止施設を整備します。

土砂災害を防止するための施設の整
備・推進を図ります。

Ａ

河川・海岸等に係る
基盤施設の整備及び
河川・海岸環境の整
備・保全の推進
（河川環境課）

Ｃ　現状維持１．河川整備の推進
作田川外４０河川、亀山ダ
ム外４ダムについて、河道
拡幅、調節池の整備、雨水
排水施設の設置、　　　ダ
ムの整備等の進捗が図られ
たことから、当面の目標と
している時間雨量５０㎜の
降雨にも安全であるような
河川整備の推進が図られま
した。
２．河川環境の整備と保全
手賀沼外２３河川について
河川・湖沼の底泥浚渫や多
自然型護岸・遊歩道の整備
を実施したことに　　よ
り、多様な生物を育む水辺
づくり及び親しみのある川
づくりの推進が図られまし
た。
３．海岸整備の推進
一宮海岸外１２海岸につい
て、堤防及び海岸沖合施設
等の整備を実施したことに
より、災害に強い　　安全
な海岸の整備の推進が図ら
れました。
また、富山海岸外３海岸に
ついて、海岸保全施設及び
海岸環境の整備を実施した
ことにより、快適で誰もが
憩える海岸環境の保全と再
生の推進が図られました。
４．土砂災害対策の推進
佐倉市鏑木町２外１１９箇
所について、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を
実施したことにより、土砂
災害対策の推進が図られま
した。

１．河川整備の推進
作田川外４０河川、亀山ダム外４ダムにつ
いて、河道拡幅、調節池の整備、雨水排水
施設の設置、　　　ダムの整備等を実施し
ました。
２．河川環境の整備と保全
手賀沼外２３河川について河川・湖沼の底
泥浚渫や多自然型護岸・遊歩道の整備を実
施しました。
３．海岸整備の推進
一宮海岸外１２海岸について、堤防及び海
岸沖合施設等の整備を実施しました。
また、富山海岸外３海岸について、海岸保
全施設及び海岸環境の整備を実施しまし
た。
４．土砂災害対策の推進
佐倉市鏑木町２外１１９箇所について、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を実施しました。

１．河川整備の推進
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。
２．河川環境の整備と保全
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
み対策を更に、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。
３．海岸整備の推進
・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。
４．土砂災害対策の推進
土砂災害防止対策の推進が図られました
が、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
である。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。

１．河川整備の推進
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。
２．河川環境の整備と保全
・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。
・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。
３．海岸整備の推進
・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。
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。
４．土砂災害対策の推進
土砂災害対策施設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
災体制の確率を図るため、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。

Ｃ　現状維持
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港湾施設の適正な維持管理 Ａ

臨港地区指定地区の拡大 Ａ

港湾施設保安措置の実施 Ａ

コンテナターミナルに係るポートセー
ルスの実施（説明会、個別訪問）

Ａ

ポートパークイベントの開催（フリー
マーケット開催）

Ａ

港湾統計調査の確実な処理 Ａ

１　港湾の適正な管理運営の実施
　　臨港地区指定地区の拡大については、
各関係機関との調整を進めていきます。ま
た、港湾施設保安措置については、訓練を
継続的に行うなど着実な管理体制の維持に
努めます。
２　港湾振興策の実施、親しみとにぎわい
のある港湾の実現
港湾振興策の実施については、港湾関係企
業の意見を踏まえ千葉港の特性を活かした
経営戦略を策定します。また、親しみと賑
わいのある港湾の実現については、各イベ
ント相互の調整を円滑に図るため、主催団
体の統合について検討します。

港湾の適正な管理運
営と効果的な振興
（漁港課）

港湾の適正な管理運営を実施
します。

港湾振興策を実施し、親しみ
とにぎわいのある港湾を実現
します。

港湾の適正な管理運営
　目標を達成することが出
来ました。
・ 港湾管理条例等に基づ
き、港湾施設を適正に維持
管理しました。
・ 臨港地区指定地区の拡
大については、利害関係者
の十分な理解が得られた館
山港で追加指定の手続きを
進めました。
・ 保安措置の実施につい
ては、ＳＯＬＡＳ条約が効
力を発効する7月までに施
設整備の完了が急務であっ
たので、各関係機関との協
力の下精力的に事業に取組
み目標を達成することが出
来ました。これは、外貿の
取扱を続けるには目標を達
成しなければならなかった
ので、大きなインセンティ
ブが働いたことによりま
す。

港湾振興策の実施、親しみ
とにぎわいのある港湾の実
現
　概ね目標を達成すること
が出来ました。
・ コンテナターミナル係
るポートセールスについて
は、説明会を1回開催し、
個別の企業訪問について30
社訪問する予定でしたが企
業を絞り込み15社を訪問し
ました。
・ フリーマーケットを6回
開催し、港湾のにぎわい創
出に貢献しました。
・ 港湾統計については、
確実な処理に努めることが
出来ました。

１.「港湾の適正な管理運営を実施しま
す。」
　　　特に、アメリカでのテロ事件を契機
に強化されたＳＯＬＡＳ条約に対応した施
設を７月までの短期間で整備しました。こ
れにより、これまで通り外貿貨物が取り扱
えることとなりました。
　　　また、臨港地区も港湾区域と一体的
に機能する陸地として、館山地区を追加す
ることが出来ました。
２.「港湾振興策を実施し、親しみとにぎわ
いのある港湾を実現します。」
　　　ポートセールスの一環である企業訪
問は目標を30社としましたが、より効率的
なポートセールスを実施するため、訪問企
業を絞り込み15社を訪問しました。
　　　コンテナ貨物量については、目標を
上回る44,800TEUを取り扱うことが出来まし
た。今後、品目別に貨物流動を分析し、貨
物量が増加した理由を解明します。
フリーマーケットを6回開催することによ
り、ポートパークに多くの人が来場し、港
湾のにぎわい創出に貢献できました。

１　港湾の適正な管理運営の実施
　　臨港地区指定地区については、効率的
な港湾活動がなされるため、千葉港や木更
津港を中心として必要な区域を早急に指定
する必要があります。また、港湾施設保安
措置については、施設整備が概ね完了しま
したが、今後、維持管理を着実に進めてい
く必要があります。

２　港湾振興策の実施、親しみとにぎわい
のある港湾の実現
港湾振興策の実施については、千葉港は
スーパー中枢港湾である横浜港や東京港に
近接している、岸壁の水深が両港より浅
い、就航航路が限られている事などから、
千葉港の特性を活かした戦略的な港湾振興
策を新たに検討する必要かあります。ま
た、親しみと賑わいのある港湾の実現につ
いては、フリーマーケット等の各イベント
相互で調整を図る必要があります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持
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道路、公園等の公共施設と宅
地を一体的に整備する土地区
画整理事業を推進することに
より、計画的な土地利用を図
り、利便性に富み、災害に強
い、良好なる都市環境を創出
します。

事業実施中地区を対象とした整備状況 Ｂ

事業実施中地区を対象とした整備状況 Ｂ

都市計画道路の整備率向上を
進めます。（県全体）

都市計画道路の整備率 ―

経営の健全化の検討 Ｃ

１　鉄道との立体交差の推進
推進踏切遮断時間の改善のため、引き続き
京成本線の連続立体交差事業による下り線
高架化工事を推進することにより完全高架
化し、踏切１６箇所の除去を完了します。
２　総合都市交通の円滑化の推進
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。
　　また、千葉都市モノレールについて
は、延伸ルートの実現の可能性や会社の経
営健全化について検討調査を行います。

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

市街地整備事業の推
進
（都市整備課）

Ｂ　改善

中心市街地における市街地再
開発事業の推進により、土地
の高度利用と建築物の耐震
化、不燃化等を図り、安全・
安心でにぎわいのあるまちを
再生します。

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

平成１６年度において、施策を実施した成
果は次のとおりでした。
１．新市街地における土地区画整理事業の
推進
　　組合土地区画整理事業は、近年の社会
経済の停滞や地価の下落により大きな影響
を受けています。組合では事業の健全化に
向けた資金計画の自助努力を行っており、
また、県・市町においても公的支援を含め
組合指導を行った結果、当初予定した以上
の事業の進捗が図られました。
２．つくばエクスプレス沿線地域の整備
　　１７年８月の鉄道開業を踏まえて、駅
前広場やアクセス道路その他駅周辺地区の
インフラ整備を行いました。
３．東京湾アクアライン着岸地周辺地域の
整備
木更津市域の継続的な地価下落や、昨今の
社会経済情勢を受け、適切な事業のあり方
を再検討する為、事業費を始めとした大幅
な事業計画の見直しを進めてきました。
４．既成市街地の再編・再構築
　　中心市街地や密集市街地などにおいて
耐火・耐震性能の高い建築物の整備や道
路・公園等の都市基盤整備と併せ街区の再
編を行い、土地の有効活用を促進し、防災
性の高い市街地への再生・再構築を図りま
した。
なお、再開発としては、１地区完了しまし
た。
５．市街地整備事業の調査研究・啓発等
　　新規予定地区の相談・指導や、市街地
整備事業に関する諸調査を実施しました。
また、市町村等を対象とした研修会等の開
催を通じて、市街地整備事業に対する意識
啓発を行いました。

今後の課題については、次のとおりです。
１．新市街地における土地区画整理事業の
推進
　　組合土地区画整理事業は、保留地処分
金を取材源としているため、地価の低迷等
により、厳しい事業運営を余儀なくされて
います。一部の組合では、事業運営に厳し
い局面を迎えており、資金計画等の健全化
を図ることが急務となっています。
２．つくばエクスプレス沿線地域の整備
鉄道開業に向け、駅周辺地区を中心に基盤
整備、造成工事等を鋭意進めてきたが、今
後、周辺住宅地へ展開していくので、新駅
周辺のさらなるイメージアップを図るため
にも、魅力ある住宅地の形成について検討
する必要があります。
３．東京湾アクアライン着岸地周辺地域の
整備
事業の見直しにあたっては、木更津市や都
市再生機構などの関係機関と十分な調整を
図りながら、また権利者に対しは説明会等
を通じ理解を求めていく必要があります。
４．既成市街地の再編・再構築
　　中心市街地や密集市街地などにおい
て、より一層、耐火・耐震性能の高い建築
物の整備や道路・公園等の都市基盤整備と
併せ街区の再編を行い、土地の有効活用を
促進し、防災性の高い市街地への再生・再
構築を図っていく必要があります。
５．市街地整備事業の調査研究・啓発
　　新規予定地区に対しては、事業を取り
巻く厳しい経済・社会状況を踏まえた適切
な相談・指導の必要があります。
６．保留地販売の促進
　　平成１７年度からは、事業の円滑な推
進のため、保留地等の販売促進に取り組む
必要があります。

今後の市街地整備事業の推進については、
それぞれの課題を踏まえ次のように取り組
んでまいります。
１．新市街地における土地区画整理事業の
推進
　　現在施行中の組合土地区画整理事業に
対して、平成１６年度に策定した「組合土
地区画整理運営マニュアル」（組合役員等
が適宜事業の経営状況を把握できるような
チェックシステム）を活用し、組合ここの
実情に応じた課題解決がはかられるよう、
市町村と連携して早期完了を指導していき
ます。
２．つくばエクスプレス沿線地域の整備
　　駅周辺等の保留地の早期処分を検討す
るとともに、県施行地区の各連絡会議等を
通じて、地域資源を生かした魅力ある住宅
計画案を策定していきます。
３．東京湾アクアライン着岸地周辺地域の
整備
　　県・市の財政状況を勘案しながら、都
市計画道路の整備や高速バスターミナル・
広域集客事業の実現化など、周辺地価の上
昇と企業立地の誘引を図っていきます。
４．既成市街地の再編・再構築
中心市街地や密集市街地などにおいて、引
き続き、耐火・耐震性能の高い建築物の整
備や道路・公園等の都市基盤整備と併せ街
区の再編を行い、土地の有効活用を促進
し、防災性の高い市街地への再生・再構築
を図っていきます。
なお、再開発としては未完了３地区の事業
の促進を図っていきます。
５．市街地整備事業の調査研究・啓発
　　新規予定地区への相談・指導、市街地
整備事業に対する諸調査、市町村等に対す
る研修会の開催等を通じて、市街地整備事
業の円滑な運営のための環境整備に取り組
んでまいります。
６．保留地販売の促進
　　保留地の販売促進に向けて努めてまい
ります。
　以上の取組を通じて、災害に強く、安
全・安心で快適な都市環境の創出に努めて
まいります

・厳しい県財政にもかかわ
らず、都市計画道路の整備
率を上げることができまし
た。具体的成果として連続
立体交差事業(京成本線)上
り線高架化、東武野田線
(鎌ヶ谷市)の事業完了があ
ります。

１　鉄道との立体交差の推進
・踏切遮断時間の改善のため、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
果をあげました。
・東武野田線(鎌ヶ谷市)の事業が完了しま
した。

都市交通の円滑化
（街路モノレール
課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｂ　改善
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

県民1人当たり都市公園面積（都市計
画区域）

Ａ

緑の基本計画策定市町村 Ａ

都市における良好な自然環境
を有する緑地を保全し、ま
た、自然的景観を維持するな
ど、緑豊かで快適な居住環境

都市緑地の保全に係る事務を一部市町
村に権限委譲しているので、新たに創
設される制度などについて協議・調整
を行います。

Ａ

景観行政に係る推進体制の確立及び景
観法の説明会等の実施

Ａ

景観保全型広告整備地区内の広告物の
設置等に係る基本方針の策定

Ａ

下水道の整備促進
下水道の整備を促進すること
により、生活環境の改善や公
共用水域の水質保全を図りま
す。

下水道処理人口普及率 Ａ

流域下水道施設整備率 Ａ

流域関連公共下水道の普及率 Ａ

発生汚泥の再資源化量
（脱水ケーキベース）

Ａ

下水道整備の推進
（下水道課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

流域下水道施設の効率的な整
備
三流域の下水道処理施設を計
画的かつ効率的に整備し、こ
れと連携して流域関連公共下
水道の普及率増加を促進する
ことにより東京湾等の公共用
水域の水質改善を図ります。
また、高度処理水を活用した
海老川水系等の水循環の改善
計画を推進します。

・設定した平成16年度の目
標については全項目で達成
し、施策の実現に向け下水
道事業を進めています。
・県内の下水道普及率は、
16年度末で約62.5％※１と
なり目標を上回りました。
・流域下水道整備率につい
ては、施設が完成し、供用
を開始した時点で率が増加
することとなるため、今
回、率の増加はありません
が、20年度末の目標達成の
ために必要な事業を実施し
ました。
・流域関連公共下水道の普
及率は、16年度末で約79％
※１と20年度末の目的達成
に向け、順調に推移してい
ます。
・脱水ケーキベースの発生
汚泥の再資源化について
は、16年度に7万8千トンを
資源化し、目標を達成しま
した。
※１ 最終確定は８月末頃
の予定

１．下水道の整備促進
生活環境の改善や公共用水域の水質保全を
図りるため、流域下水道の実施や市町村が
実施する公共下水道事業の指導を通じて下
水道の普及促進に努めました。その結果、
県内の下水道普及率は、平成16年度末で約
62.5％となり、長期目標達成のために必要
となる61.6%を上回りました。
２．流域下水道の効率的な整備
県が実施する流域下水道を、様々な機能を
踏まえながら効率的に整備することを目標
に、事業を実施しました。
その結果、目標として設定した平成20年度
末の流域下水道整備率約７４％について
は、これを達成するために必要な事業を実
施し、平成20年度末の流域関連公共下水道
の普及率約８２％については、平成16年度
末の中間値が約７９％となったことから、
いずれの目標も現時点で目標達成の見込み
となっています。
３．流域下水道施設の適切な維持管理
流域下水道の終末処理場から発生する汚泥
の再資源化については、目標として設定し
た約7万4千トンを上回る約7万8千トンを再
資源化しました。

１．下水道の整備促進
厳しい財政状況の中、下水道事業への投資
額の減少傾向が続いております。今後も長
期目標を着実に達成するため、下水道の普
及促進に努める必要があります。
２．流域下水道の効率的な整備
県が実施する流域下水道については、市町
村の実施する公共下水道と連携を図りなが
ら、長期目標の達成のため、今後も効率的
な整備に努める必要があります。
３．流域下水道施設の適切な維持管理
適切な維持管理を今後も継続的に図るほ
か、汚泥の再資源化をさらに進める必要が
あります。

１．下水道の整備促進に引き続き努めま
す。
２．流域下水道の効率的な整備を引き続き
実施します。
３．流域下水道の適切な維持管理を引き続
き実施するとともに、汚泥の再資源化量を
増やします。

流域下水道施設の適切な維持
管理
放流水質の法令基準を厳守す
るとともに、発生汚泥等の再
資源化を図ります。

都市における良好な緑の創
出及び保全のための施策の
遂行に努めました。
内容としては、①都市公園
の整備の推進を図りました
②緑地の保全や風致地区の
維持等に努めました③良好
な景観の形成に資するため
景観法に基づく施策及び屋
外広告物法に基づく施策の
充実を図りました。

１．都市公園の整備の推進
　厳しい財政状況下であるものの、県、市
町村とも平成16年度予定の都市公園の整備
についてほぼ達成しました。
２．緑地保全や風致地区の維持等
　緑地保全のため都市緑地法（旧都市緑地
保全法）の改正を市町村に周知すると伴に
新たな制度に対する意向を調査しました。
また、風致地区については、県、市町村と
も適正な指導に努めました。
３．良好な景観形成のため景観法及び屋外
広告物法に基づく施策の充実
　景観法を市町村に周知を図るため説明会
を開催しました。また、我孫子市において
景観保全型広告整備地区を指定し、建築物
と一体となった景観を誘導できることとな
りました。

１．都市公園の整備の推進
　　厳しい予算のなかで事業効果を上げる
ため、コスト縮減に一層努める必要があり
ます。
公園経営（管理・運営・再整備）の効率化
を図るため指定管理者制度の導入の実現を
図る必要があります。
２．緑地保全や風致地区の維持等
　　地域制緑地を確保する新らたな制度が
創設されたことからこの制度の啓蒙、普及
に努める必要があります。また、税制の拡
充等について、国に要望していくことも必
要です。
３．良好な景観形成のため景観法及び屋外
広告物法に基づく施策の充実
景観保全型広告整備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。

１．都市公園の整備の推進
　現在、整備中の県立公園については、早
期供用開始に向け事業を進めます。また、
開設されている公
園の施設改修については、改修計画を見直
し、必要性等優先順位を付け順次改修を進
めます。
　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。
２．緑地保全や風致地区の維持等
　緑地を確保する新らたな制度が創設され
たことから、検討調査を受け新たな区域の
指定に向け
市町村と連携を図りつつ、具体的な対応に
ついて検討を行っていきます。
　３．良好な景観形成のため景観法及び屋
外広告物法に基づく施策の充実
　景観法が制定され、より多くの市町村で
景観行政の取り組みを行うことが期待でき
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。

良好な景観の形成に資するた
め、市町村を中心として景観
法に基づく施策及び屋外広告
物法に基づく施策の充実を図
ります。

豊かな緑と美しい景
観の実現
（公園緑地課）

都市における緑の中核とし
て、レクリエーションや自然
とのふれあいの場の創出及び
防災空間等を確保し、安全で
潤いのある都市環境を形成す
るため、都市公園の整備を推
進します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

建築物の完了検査率の向上 Ｃ

建築パトロールの実施 Ａ

建築士法に基づく指定講習会の実施 Ｂ

各種関係団体との協議会の実施 Ａ

定期調査報告の受理件数 ―

耐震診断講習会の開催 Ａ

応急危険度判定士の認定・登録 Ｃ

福祉のまちづくり条例に基づく届出件
数

Ａ

省エネ法に基づく届出件数 Ａ

床面積100㎡以上の住宅の割合 ―

床面積50㎡以上の住宅の割合 ―

バリアフリー住宅の割合 ―

個別事情に応じたバリアフリーリ
フォーム住宅の割合

―

県営住宅の整備（新設・建替） Ｃ

市町村営住宅の整備 Ｃ

誰もが使いやすくかつ地球に
やさしい建築物の整備が推進
されています。

１　住宅・住環境整備の推進
平成１７年度に、本県の住宅政策の基本的
な指針となる住宅マスタープランの見直し
に着手し、国で取り組んでいる住宅政策改
革の方向性と整合を図りながら、新たな住
宅政策の課題等を把握し、今後の住宅施策
の方向性を検討していきます。
２　公営住宅施策の推進
平成１７年度から、「地域住宅交付金」制
度が創設され、「地域住宅計画」を作成す
ることにより、従来の補助制度と異なり幅
広い分野で利用でき、自主性と創意工夫を
活かしながら総合的かつ計画的に推進する
ための支援制度となるので、計画作成にあ
たっては、公営住宅等の整備以外の施策に
ついても検討していくこととします。ま
た、大規模団地では福祉施設等の併設を考
慮した県営住宅建替計画を総合企画部、健
康福祉部等と連携して検討していきます。

誰もが安全で安心し
て暮らせる建築物の
推進
（建築指導課）

適正なルールの基に安全安心
な建築物の建築が行われてい
ます。

Ａ　拡大 Ａ　拡大・既存建築物の地震対策に
係る人材養成については、
概ね適切に実施しました。
　その理由として、建築技
術者に対し、耐震診断・改
修について講習会を開催で
きたこと、また建築物の震
後対策を担う応急危険度判
定士についても、新規登録
が伸び悩んでいるものの、
全体として堅調に増加して
いることが挙げられます。

・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。

・　建築物に関わる資格者や団体の指導と
連携
　　建築士事務所立入調査の実施権限を出
先機関へ委任したことで、立入事務所数の
大幅な増加及び建築士法の適正な運用のた
めの指導が図られました。
・　既存建築物の総合防災対策等の推進
定期調査報告の受理については地域に密着
している出先機関へ委任したことで、より
効率的な体制の整備が図られました。
　　また、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継続して開
催しており、地震対策を担う建築技術者の
育成は着実に進捗しています。
・　誰もが使いやすく地球にやさしい建築
物の推進
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。

・建築物のさらなる耐震化促進のために
は、耐震化の必要性について、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。
・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。
・「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。

・　耐震化の地域展開を促すため、新耐震
基準前（昭和５６年以前）に建てられた住
宅や多くの県民が利用する建築物の所有者
等への耐震化に係る直接的な普及啓発及び
市町村や建築関係団体と連携した地域別の
無料耐震相談会を実施します。
・　応急危険度判定士養成のため、新規の
認定登録について積極的なＰＲを図ってい
くとともに、
　既認定登録者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。

既存建築物の火災や地震に対
する安全性が向上していま
す。

建築に携わる建築士の資質の
向上及び建築関係団体と円滑
な連携が図られています。

魅力あるちばの住ま
いづくり
（住宅課）

県民の住生活の質の向上
（誘導居住水準の確保）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

公営住宅の整備・維持管理
（住宅困窮者の住居の確保）

少子・高齢社会に対応した住
宅・住環境の整備
（高齢者・障害者に配慮した
住宅の確保）

　誘導居住水準の確保及び
高齢者・障害者に配慮した
住宅の確保については、１
５年に実施された「住宅・
土地統計調査（総務
省）」、「住宅需要実態調
査（国土交通省）」の調査
結果をもとに千葉県の住宅
事情を分
析する調査を１７年度に実
施するため、現段階におい
て達成状況を検証できませ
ん。
しかし、施策の実現に向け
て、高齢者に対応したリ
フォームの仕方や防犯に配
慮した住宅等の住まいに
関する様々な情報等を県民
に提供することにより、優
良な賃貸住宅の促進や持ち
家取得の促進に努めまし
た。
　また、住宅困窮者の住宅
の確保については、県とし
ても財政状況が厳しいなか
で建替工事を進め、目標
年次である17年度には計画
戸数の半数以上を超える状
況です。

１　住宅・住環境整備の推進
・　利子補給事業・家賃補助事業により、
引き続き住宅購入者や賃貸住宅居住者の負
担の軽減に努めました。
・　高齢者やマンション管理組合を対象と
したセミナーを実施し、住宅のバリアフ
リー化の促進や管理組合の運営・大規模修
繕など分譲マンションをめぐる諸問題に対
する情報提供等を行いました。
２　公営住宅施策の推進
・　県営住宅の建替整備、既存県営住宅の
個別改善事業を実施し、地域における住宅
セーフティーネット機能の充実に努めまし
た。
・　住宅に困窮する低額所得者に対して低
廉な家賃で賃貸する福祉政策的な性格を
もった住宅を供給する公営住宅を適正に管
理するため、有識者で構成する管理研究委
員会を組織して今後の県営住宅の管理のあ
り方について一定の方向性を示す提言を受
けました。また、応募倍率が約３０倍と高
い西地域において、民間住宅を借り上げる
制度を利用した公営住宅の供給を目指しま
したが、実現にはいたりませんでした。

１　住宅・住環境整備の推進
・中古住宅の流通の促進や住宅リフォーム
の推進によるストックの有効活用を図るた
めの方策を検討していく必要があります。
　・住宅の質の確保（誘導居住水準の確
保、バリアフリー化及び防犯性向上等の促
進）を図るための方策を検討していく必要
があります。
　・県民への住情報の提供について、現行
では、相談先の紹介にとどまっていますが
ワンストップサービスを実践するために充
実を図る必要があります。
２　公営住宅施策の推進
・建替更新を迎える大規模団地に、福祉施
設等を併設し、地域に貢献する県営住宅と
なるように整備していく必要があります。
・県営住宅を大量に建設した時代があり、
耐用年限を同時に迎えることから、後年度
負担の平準化を図っていく必要がありま
す。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

① 的確な企画構想支援及び技術援助
並びに計画的で安全な整備を実施しま
す。

Ｂ

② 新技術導入よる環境負荷低減等を
推進します。

Ｂ

③　コスト縮減を推進します。 Ａ

新技術等の研究・導入を進め、県民の
ニーズに応えられるような施設改修を
行います。

Ｂ

行政ニーズの変化・多様化、
環境への配慮、社会的貢献度
や費用対効果等を考慮した良
質な公共建築物の整備を行い
ます。

行政ニーズの変化・多様
化、環境への配慮、社会的
貢献度や費用対効果等を考
慮した「良質な公共建築
物」の整備に向け、概ね順
調に進んでいます。
・新技術導入よる環境負荷
低減等の推進やユニバーサ
ルデザインの導入について
は、機能及びコスト等を総
合的に判断し、一定水準の
施設整備において活用の推
進を図りました。
また、コスト縮減の推進に
ついては、全ての案件につ
いて、コスト縮減手法（VE
手法）を導入し、良質な公
共建築物の整備を推進しま
した。
なお、早期段階における企
画構想支援及び技術援助に
ついては、適切に行ってい
るところでありますが、一
部の施設整備のみであり、
全ての施設整備について対
応できていない状況でし
た。

１　工期内無事故での完成
　・請負業者に対し、安全計画の策定や安
全協議会等の設置の指示、安全点検や安全
教育の徹底、台風接近時における最新情報
の的確かつ迅速な提供等を実施することに
より、工期内の無事故を達成しました。
２　的確な技術援助
　・事業主務課や市町村への的確な支援を
行うと共に、緊密な連絡調整を実施したこ
とにより、行政ニーズに対応した良質な公
共建築物の整備を推進しました。
　　しかしながら、早期段階における技術
援助の要請が、一部の施設整備のみであ
り、全ての施設整備に対し対応できていな
い状況でした。
３　新技術導入及びコスト縮減
・環境配慮物品等の活用や、全ての設計物
件に対しVE手法を導入することにより、コ
ストや機能面において最適な方法を選択
し、良質な公共建築物の整備を推進しまし
た。

１　的確な技術援助
・多様な行政ニーズに対応した良質な公共
建築物の整備を行うため、事業主務課や市
町村の事業計画の早期段階において、専門
的な技術支援をさらに拡充していく必要が
あります。

１　的確な技術援助
・多様な行政ニーズに対応した良質な公共
建築物の整備を行うため、事業主務課や市
町村においての事業計画段階から積極的に
関与し、県民等の要望や環境対策への的確
な支援い、さらに相談体制を充実・強化し
ます。
・事業主務課や市町村等に対する研修会や
説明会を行うと共に、支援に関するPRの手
法を検討します。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

公共建築物の改修工事の適
正な執行については、現地
調査や担当者との打合せを
綿密に行い、施設利用者の
声を極力吸い上げ工事仕様
に反映させています。
　また、コスト縮減や施設
の長寿命化に向け、従来の
事後保全から計画保全への
転換を検討しています。
　更に、仮移転等による耐
震化が困難な施設に対して
は、新工法の導入により、
居ながらにして施行できる
工事の導入などについて指
導・助言を行っています。

・ コスト縮減に関しては、工事内容の精査
や工法検討による工期短縮の導入により成
果を上げています。
・ 施設の利便性の向上については、施設利
用者のニーズを考慮するとともに、ユニ
バーサルデザインの研究などを通じ、実績
を上げています。
・ 施設の長寿命化や維持管理コストの削減
のため、国が開発した保全情報システムの
導入に着手し、施設状況のデータベース化
に向けて主務課への説明会を開催するなど
して理解を得、翌年度からの実質的取り組
み（基礎データの入力開始）を可能としま
した。

・施設の安全性の確保に不可欠な建物の耐
震化については、その重要性は認識されて
いるものの、完全実施に向けた十分な予算
化には至っていません。

・施設管理者に対し、耐震化の必要性を更
に説明するとともに、施工に関する具体的
方法などへの助言を強化し、予算獲得に向
けた積極的取り組みを促進するよう働きか
けていきます。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持環境への配慮、コスト縮減等
を考慮しつつ、施設の安全
性、利便性の向上及び長寿命
化を図ります。

公共建築物の改修工
事の適正な執行
（施設改修課）

公共建築物の整備
（営繕課）
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部名：　　出　納　局　　

収入・支出関係書類の厳正な審査及び
出納

Ａ

関係機関の会計検査 Ａ

効率的な資金運用・管理 Ａ

ペイオフ対策基本方針の策定 Ａ

今後の取組方法

県民の財産である公金の適正な執行のた
め、引き続きこれまで行ってきた厳正な審
査・会計実地検査等を行うとともに、ペイ
オフ解禁により万が一にも県の公金を毀損
させないように安全な公金管理に万全
を期して行きます。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

検証指標・手段
施策名
（課　名）

Ｃ　現状維持

公金の適正・安全な管理

公金の執行・管理を適正に
実施しました。その理由と
して、①収入・支出に際し
ては、関係書類の厳正な審
査・確認を実施したこと、
②各所属に対しては、厳正
な会計検査を実施したこ
と、③公金管理にあたって
は、的確な資金（計画）を
把握し効率的な運用を行っ
たこと、④平成１７年４月
からのペイオフ解禁に向け
ての対策として「千葉県公
金及び出納システム保全に
関する基本方針」を平成１
７年１月に策定したことな
どが挙げられます。

公金を適正に執行・
管理します。
（出納局）

公金の適正な執行 Ｃ　現状維持１　支出関係書類の厳正な審査
　県庁内の各部署並びに分室所管のかいが
作成した支出関係書類は、すべて出納局の
審査を受けなければ支出できません。厳正
な審査を実施することにより、県民の財産
である公金を正確かつ適正に執行しまし
た。
２　各所属、指定金融機関等への会計実地
検査の実施
　出納局の職員が各所属や県の公金収納の
指定を受けている銀行に出向いて、会計実
地検査を実施しています。１６年度におい
ては、県機関２０３所属、金融機関７５４
店舗の検査を実施し、会計書類や帳簿など
により、適正な会計事務や収納事務が行わ
れていることを確認したほか、必要な指
導、助言を行いました。
３　各種出納研修の実施
　会計事務に携わる職員の資質を向上させ
るため、新任出納職員研修を１回、財務事
務研修会を１回、会計検査員研修を５回実
施しました。
４　安全かつ有利な方法による公金管理
　県民の財産である公金を安全でかつ有利
に管理するため、的確な資金の把握を行
い、有利な方法により運用を行いました。
また、平成１７年４月からのペイオフの全
面的な解禁に備え、県の公金の管理と運用
の原則を定め、金融機関の破綻処理時にお
ける県の公金と出納システムを保全するこ
とを目的に「千葉県公金及び出納システム
保全に関する基本方針」を平成１７年１月
に策定しました。

資料　４
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部名：　　水　道　局　　

健全経営を確保する計画の策定 Ａ

現５か年計画に基づく収支状況 Ａ

計画的な経営戦略の
立案・調整
（管理部総務企画
課）

公営企業として計画的に健全
経営を推進するとともに安定
給水のための水源確保を図り
ます。

・計画的な経営戦略の立
案・調整を適切に実施しま
した。この理由として、①
次期５か年計画(H18～22)
の策定作業が順調に進んで
いること、②現５か年計画
に基づく収支状況が黒字見
込みとなることが挙げられ
ます。

１　経営分析、経営計画の立案
経営分析については、毎年度の決算値を基
に対前年度比や類似の他事業体との比較を
行い、経営状況を客観的に把握するため毎
年度実施してきました。平成16年度からは
より客観性を高めるため、外部監査法人に
経営分析手法の評価・診断を委託し、収益
性、安全性、生産性の３つの性格に分類す
るなど体系的な分析を行いました。また、
分析結果を全国に先駆けてインターネット
で広く公開したことにより、透明性の向上
が図られました。さらには、これまで実施
していなかった所属別経営分析も経営管理
支援システムを活用することにより併せて
実施し、各所属における経費の多寡や特徴
が明確化され、職員のコスト意識の高揚が
図られました。
　　計画的かつ効率的な事業運営を行うた
め、次期５か年計画（H18～H22）を策定し
ていく必要があります。策定に当たって
は、水道局一体となった計画づくりを進め
るため、プロジェクトチームを設置し局横
断的な検討を行うとともに、お客様の意見
を聴いた計画づくりのため、6千人を対象と
したアンケート調査を実施し意向や要望を
把握しました。また、外部有識者の意見を
聴いた計画づくり、透明性の高い計画づく
りを進めるため、外部有識者からなる事業
懇談会を開催し意見を聴取しました。今後
はパブリックコメントを実施することも予
定しています。
２　水源の確保と水需要アンケート調査の
実施
　　水源調整計画(房臨工水転用)の推進に
より安定給水に向けた水源の確保を図るこ
とができ、また、建設中ダム等にあっては
完成に向けて一段と建設推進を図ることが
できました。
　　水需要アンケート調査を実施したこと
により、H17に予定する水需要予測の基礎資
料とすることができました。

１　経営分析、経営計画の立案、３　経営
管理
　経営分析については、はじめての所属別
経営分析を経て、各所属における自己評価
を踏まえた、取り組むべき課題及び所属目
標の設定が課題となります。
次期５か年計画経営計画の策定について
は、基本方針を確定するとともに経営基盤
強化策や主要事業についての精査が必要で
す。

１　経営分析、経営計画の立案、３　経営
管理
　経営分析については、各所属において詳
細な原因分析等の自己評価を行い、取り組
むべき課題を明確にし、解決すべき具体的
な所属目標の設定をスムーズに行えるよう
取り組みます。
次期５か年計画経営計画の策定について
は、よりスリムで効率的な経営が可能とな
るよう経営基盤強化策や主要事業の精査を
実施します。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

資料　４
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

業務量に対応した適正な定員管理 Ａ

情報の共有化の推進、適正な文書管
理、研修による職員の育成、職場の安
全衛生管理体制の整備

Ａ

効率的な内部管理業
務
（管理部総務企画
課）

Ｃ　現状維持・組織・定数、人事の管理
平成16年度は、お客様サー
ビスの総合窓口として「県
水お客様センター」を開設
し、営業所と配水工事事務
所を統合し、千葉、船橋、
市川の３水道事務所を新設
しました。この結果、21の
出先機関が14出先機関とな
りました。
また、平成16年度当初の職
員数（フルタイム）は、平
成15年度当初の職員数から
66人の減（1233人→1,167
人）となりました。
・情報の迅速な提供や共有
化を進めました。各所属か
ら2名の担当者を指定し、
パソコン会議を週1回開催
することで、情報の迅速な
提供と共有化を推進しまし
た。
・職員の育成のための研修
を行いました。受講者数は
357人（経営管理研修235
人、中堅職員研修71人、接
遇マナー研修34人、公営企
業研修17人）で、職員の育
成が順調に進んでいます。
・職場の安全衛生管理体制
を整備しました。平成15年
度までは水道局を一体とし
て捉え、安全衛生委員会を
設置して活動していました
が、平成16年度からは所属
ごとに安全衛生委員会又は
衛生委員会を設置し、原則
月１回の委員会の開催や年
4回の産業医による職場巡
視を実施し、職場環境の改
善、作業環境の管理及び職
員の健康の保持・増進に努
めました。

１　組織・定数、人事の管理
平成16年度は、お客様サービスの向上と業
務の効率化を図るため、７営業所と４配水
工事事務所を統合して、千葉、船橋、市川
の３水道事務所及び県水お客様センターを
新設しました。
この結果、21出先機関が14出先機関とな
り、また、平成16年度当初の職員数（フル
タイム）は、平成15年度当初の職員数から
66人の減（1,233人→1,167人）となるな
ど、組織・職員数のスリム化が図られまし
た。
２　情報の迅速な提供や共有化
各所属から2名の担当者を指定し、パソコン
会議を週1回開催することで、情報の迅速な
提供と共有化を推進しました。
３　職員の育成
企業経営に対する意識改革やお客様に対す
る接遇の向上等を図るため、特別研修を行
いました。
その結果、357人（経営管理研修235人、中
堅職員研修71人、接遇マナー研修34人、公
営企業研修17人）が受講し、職員の育成が
順調に進んでいます。
４　職場の安全衛生管理体制の整備
所属ごとに安全衛生委員会又は衛生委員会
を設置し、原則月１回の委員会の開催や年4
回の産業医による職場巡視を実施し、職場
環境の改善、作業環境の管理及び職員の健
康の保持・増進が図られました。

・組織・定数、人事の管理
今後、平成18年度から22年度までの５年間
で約400人の職員が定年退職すると見込まれ
ており、こうした職員構成の変化に対応で
きる合理的・効率的な業務運営方法の検討
と連動しながら、適正な組織・職員数の管
理を進める必要があります。

・組織・定数、人事の管理
平成14年度に実施した包括外部監査の指摘
を踏まえるとともに、今後の職員数の動向
を見極めながら、引き続き計画的な定員管
理に努めます。

業務の効率化・迅速化を図る
ため、組織・職員数の適正管
理に努めます。また、水道事
業が円滑に運営できるよう、
適切な給与制度、福利厚生、
労務管理や局内及び出先機関
の連絡調整等を図ります。

Ｃ　現状維持
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

施設見学会回数・参加人数 Ａ

アンケート調査回数 Ｂ

システムの開発・改修数 Ｂ

運用システム数 Ａ

水道事業改善計画の改善済項目数 Ａ

情報化を推進し、迅速で効率
的な事務処理を図ります。

１７年度に、システムの開発・改造の進め
方や運用管理のあり方及びコスト等につい
て見直しを図り、それを基本とした次期情
報化事業（18～22年度）」を策定し、引続
き情報化の推進を実施します。
　１６年１１月、各所属に、業務改善の推
進方策の検討や新たに取り組むべき改善事
項の提案などを行う業務改善推進員と推進
チームを置き、改善を推進していますが、
今後、これらの組織を活用し、推進員等に
対する説明会等を実施し、業務改善の推進
に努めます。

計画的な業務改善の
推進
（管理部業務振興
課）

お客様サービスの向上に向けて、「お客様
センター」やインターネット等に寄せられ
る意見・要望等については、詳しく分析、
検討を行い改善に努めます。
　また、水道事業に対するお客様満足度を
定期的にアンケート調査で把握していきま
す。

業務改善を図り、効率的な
事業運営に努めます。

県水お客様センターの業務支援システムな
ど４つの新しいシステムを導入し、業務の
効率化とお客様への質の高いサービスを提
供することができました。
水道事業改善計画については、各所属が積
極的に業務改善に取り組んだ結果、３１項
目の改善事項について改善を図りました。

情報システムの機能を水道事業のあらゆる
分野に活用して効率的な事業運営を展開す
るためには、既存の制度や業務手順の抜本
的な見直しなどを図る必要があります。
　水道事業改善計画を推進していく上で、
所属における推進体制の構築と職員の業務
改善に対する重要性の認識と改善に積極的
に取り組むための意識改革が不可欠です。

お客様サービスの向
上
（管理部業務振興
課、総務企画課）

広報・広聴を充実し、情報の
効果的な発信と、お客様の
ニーズの把握に努めます。

お客様サービスの向上に向
けて、概ね順調に進んでい
ますが、一部に課題があり
ます。
①　施設見学会について
は、１回あたりの参加人数
が当初見込んでいた人数の
１．７倍（当初５０人／回
⇒１１８人／回）となった
ことから、３回目の実施時
点で目標参加人数（３５０
人）を上回る結果となり、
目標を達成しました。
②　アンケート調査につい
ては、
ｱ)  インターネットによる
アンケートが目標とした回
数より１回少ない３回とな
りました。
　　要因としては、調査予
定だった項目がＨ１７年度
に実施したほうが効果的で
あると判断したためです。
　　　一方、１回あたりの
回答人数は当初見込んでい
た人数（１００人）の７
０％にとどまり、お客様
ニーズの把握には不十分な
状況です。
 ｲ) 施設見学会による調査
は、上記①のとおり参加人
数が目標を達成したため、
３回の実施となりました。

お客様サービスの向上に向けて、県水だよ
りやホームページ等の各種広報手段を通じ
て、水道局の情報提供に努めるとともに、
「お客様センター」やインターネット等に
寄せられたお客様の意見・要望等を月ごと
に取りまとめました。
その結果、料金や工事など種別ごとに集計
及び分析を行ったことにより、お客様が望
んでいることや業務改善に取り組むべき事
項が明確になりました。
また、お客様から寄せられる身近な疑問な
どについては、県水だよりに「Ｑ＆Ａコー
ナー」を新設し掲載しました。

１６年度にお客様のニーズを把握する体制
を整備しました。今後は、お客様の声を
サービスの向上に活かしていく必要があり
ます。
　また、お客様ニーズを把握するため、ア
ンケート調査を継続的に実施していく必要
があります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持計画的な業務改善に向け
て、概ね順調に進んでいま
すが、一部目標を達成でき
ない業務がありました。
① 水道事業改善計画の改
善済項目数が、当初予定の
とおり３１項目を達成しま
した。
② 情報化の推進について
は、目標より２システム少
ない４システムの開発・改
修行いました。
開発を実施しなかった理由
としては、１システムは１
７年度以降に計画を変更
し、１システムは
計画を取り消したもので
す。しかしながら、県水お
客様センターと水道事務所
等を結ぶシステムが
１６年８月から開始され、
迅速で効率的な事務処理が
図れました。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

業務量と連動しない事務費の削減 Ａ

企業債残高 Ａ

効率的な資金運用をしながら、１７年
４月からの新ペイオフ対策を策定しま
す。

Ａ

業務監察等を通じて、適正な会計処理
の指導を行います。

Ａ

契約事務研修会を通じて、適正な事務
手続きを指導していきます。

Ｂ

(仮称)江戸川浄水場建設事業の進捗率 Ａ

残留塩素低減化の実施率 Ａ

公共工事コストの縮減率 ―

１ 予算編成
　平成１７年度当初予算の編成に当たって
は、効果的な予算配分を行うとともに経費
の一層節減合理化に努めたことにより、収
支差益は約４２億円となり、前年度（約３
２億円）に比較して１０億円の増額を計上
しました。

２ 予算執行管理
　適切な予算管理を通じて、経費の節減及
び収入の増加（不用資産の売却等）を図っ
たことにより、
平成１６年度の補正予算において、収支差
益として約７３億円を見込みました。（前
年度　約８０億円）

３ 企業債等の管理
　浄給水場施設改良事業において、工法変
更等により当初事業費の抑制に努めたた
め、企業債借入額が
当初予定額より減額となり、年度末の企業
債残高を前年度対比で減少させました。

４ 資産管理
　８件　４，７９７平方メートルの不用資
産を一般競争入札等で売却し、収入の増加
及び今後の維持管理費の削減を図りまし
た。

１　編成した平成１７年度当初予算につい
て、適切に執行管理をする必要がありま
す。

１　予算執行計画の策定、予算の変更協議
を通じて、予算を適切に執行管理していき
ます。

適切な予算編成、予算執行を
通じて、経費節減及び収入増
加を図り、財務の健全化に寄
与することです。

「上水道事業会計予算の管
理」については、適切に実
施しました。　この理由と
して、①業務量と連動しな
い事務費については、平成
１７年度当初予算計上にお
いて、賃借料等の減額によ
り、対前年比９.２パーセ
ントの削減を実施したこと
②事業費の抑制に伴う等の
理由により、企業債残高を
２３億円減少させたこと
が挙げられます。

経理事務の適切な執
行
（管理部財務課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持１　資金管理
　　平成１６年度は、国債等の短期運用に
より、受取利息を増加させました。
新ペイオフ対策として、水道局を含む県の
「千葉県公金及び出納システム保全に関す
る基本方針」が制定されたので、これに基
づき、水道局の平成１７年度資金運用方針
を策定しました。

２　会計事務
　　業務監察期間（平成１６年１０月から
１２月）を含め、通年で、会計処理の適切
な指導を行いました。

３　契約事務
　　契約事務研修会を含め、通年で契約事
務の指導をしましたが、さらに、契約事務
の適切な執行を図るため、契約関係規程集
の改訂（前回　平成９年度）を行いまし
た。

１　平成１７年度の資金運用方針を策定し
たので、これに基づき、適切に資金を運用
していく必要が
あります。

１　収入、支出予定額を的確に把握し、資
金計画表を作成した上で、安全性を第一と
した保有資金の
運用を行います。

「経理事務の適切な執行」
については、年間を通じて
適切に実施しました。この
理由として、①国債等によ
り保有資金を運用したこと
②新ペイオフ対策として、
千葉県公金及び出納システ
ム保全に関する基本方針の
制定を受けて、平成１７年
度の資金運用基本方針を策
定したこと　③業務監察期
間を含めて、通年で適切な
会計処理を指導したこと
④契約事務研修会を含め、
通年で契約事務の指導をし
たこと　が挙げられます。

資金管理、会計事務及び契約
事務の適正な運営や指導を通
じて、経理事務を適切に執行
していくことです。

水道施設の計画的整
備等の推進
（技術部計画課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持安全で良質な水を安定的に供
給するため、水道施設の計画
的な整備や残留塩素の低減化
等を進めます。

（浄給水場等施設整備等の推進）
(仮称)江戸川浄水場建設事業は、19年度の
稼動を目指して建設を進めています。16年
度は、ろ過池等の浄水施設や管理本館等の
建設工事を進めており、施設の一部である
取水施設は年度内に完成し、工事は順調に
進んでいます。また、ＰＦＩ方式による排
水処理施設は、新会社（ＰＦＩ事業者）と
３月２５日に事業契約を締結しました。
　残留塩素低減化について、16年度は、沼
南、妙典給水場で低減化を実施し、また17
年度実施予定の栗山浄水場等３浄給水場で
は事前の現地調査を実施しました。　（残
留塩素低減化実施率７２．９％）

　浄給水場等水道施設の老朽化が進んでい
ることから、老朽度診断調査結果等を踏ま
えた計画的な更新等を行い、適正な維持管
理に努める必要があります。

　浄給水場等施設を計画的に整備するた
め、老朽度診断等調査結果等を踏まえなが
ら「水道施設の更新計画」を作成します。
さらに、これを「次期5カ年計画（平成18～
22年度）」に反映させ、計画的な整備を進
めます。

水道施設の計画的な整備等
に向けて、概ね計画どおり
進捗しています。
その理由として、(仮称)江
戸川浄水場建設工事の進捗
率は、発注額で４４．６％
（前年比１１．５ポイント
増）に達しており、一部取
水施設は完了しています。
また、残留塩素低減化は、
1９浄給水場のうち１５浄
給水場の給水区域で実施し
ました。

上水道事業会計予算
の管理
（管理部財務課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

○震災基本計画及び行動基準の策定
○危機管理対策基本計画及び行動基準
の策定

Ｂ

水質基準（５０項目）の達成率 Ａ

浄・給水場における送配水停止事故の
防止

Ａ

浄水場発生土の有効利用率 Ａ

水道料金収納率の向上
未収金となった理由や内容の分析を行
い早期回収を行います。

―

電話の受付受信率 Ａ

電話の受付応答率 Ａ

危機管理体制の充実
（技術部計画課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持危機管理体制の充実に向
け、特に震災対策について
は、実践的な訓練を重ねて
マニュアル等の見直しを行
うなど、災害時の応急体制
等の充実に努めています。
特に、応急給水時等におい
ては、住民に近い市町村の
役割がより重要であること
から、関係機関の連携をよ
り強化する必要がありま
す。そのため、県水道局と
関係市村による連絡調整会
議を設置し、役割分担や情
報連絡体制等について協議
を進めています。

１　危機管理対策等の策定
震災対策訓練を通したマニュアルの見直し
や水道管工事協同組合等と応援協定を締結
する等災害時の応急体制等の充実に努めま
した。
基本計画等については、見直しを進め、
「震災対策基本計画（案）」を作成したと
ころであり、今後17年度中に策定する予定
です。
また、応急給水等において重要な役割を担
う関係市村との連携をより強化する必要が
あることから、県水道局と関係市村による
連絡調整会議を設置し、役割分担等につい
て協議を進めています。
２　施設耐震化の推進
　　地下水源を確保するため大宮等3分場の
沈砂池の耐震化委託設計業務等を実施し、
また都川等２水管橋の落橋防止工事を実施
する等水道施設の耐震化を進めました。
　　平成16年度末における浄給水場の耐震
化率は、約９０％となっています。

震災対策について引き続き取り組むととも
に、渇水や事故対策等の充実を図る必要が
あります。

「震災対策基本計画」に基づき、行動基準
を策定するとともに、「渇水対策基本計画
の策定」等に取り組みます。

震災等の危機時に、より実践
的に対応できるよう、危機管
理対策計画等の見直しを行
い、危機管理体制の充実を図
ります。

浄水処理加工の適正
な管理
（技術部浄水課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持　安全で良質な水の安定的
供給の実現に向けて順調
に、①水質基準５０項目が
１００％を達成したこと。
②浄・給水場の送配水事故
が事故ゼロを達成したこ
と。などの目標を達成しま
した。また、③浄水場発生
土の１６年度の有効利用率
が９７．７％となり、１７
年度目標の９８％には及び
ませんでしたが、ほぼ達成
しました。

１　水質基準の達成率
　水質基準５０項目の達成率は１００％を
達成しました。
２　浄・給水場の送配水停止事故の防止
　１６年度の送配水停止事故はゼロでし
た。
３　浄水場発生土の有効利用率
　１６年度の有効利用率は９７．７％とな
り１７年度目標の９８％には達しませんで
した。

　発生土の有効利用方策としての培養土へ
の転換はまだ調査段階であり、具体的な成
果がまだあがっていません。

　発生土の有効利用率が１７年度目標の９
８％を達成するように引き続き努力すると
ともに、培養土への転換の調査検討を今後
も継続します。
　　また、送配水事故の防止は今後も継続
的に取り組む課題であり、水質基準につい
ても、技術的専門
的な検討や効率的な水質管理体制づくりを
目指すとともに、県民に対する迅速で的確
な水質情報の
提供に努めます。

安全で良質な水の安定的供給
に努めます。

水道料金収納率の向
上
（管理部業務振興
課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持平成１６年度は年５回収納
課長会議を開催し、未収金
の管理・回収対策及び課題
と方針等を検討しました。
なお、達成状況は、１７年
７月頃判明します。

収納課長会議を年５回開催し、未収金の分
析及び回収方策を検討して、未収金の収納
率向上に努めたことで収納率は向上してい
ます。

景気の低迷、順法意識の欠如等により無断
転居者が増加傾向にあるので、増加を食い
止めるための利用者データの一元管理や支
払方法の多様化の検討が課題となっていま
す。
　債権消滅時効が５年から２年に短縮され
たことによる、早期回収方法の検討が必要
です。

本局と出先機関又は出先機関相互の情報の
共有化と回収方策の検討会議を定期的に開
催し、未収金の分析及び回収方針を策定
し、給水停止の執行を迅速に行い、より一
層の収納率の向上に努めます。

水道事業を運営するうえで、
水道料金は根幹を成している
ことから未収金の早期回収や
未然防止を徹底します。

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持電話の完全受信率及び応答率については、
検証指標の目標を上回る成果をあげてお
り、お客様サービスの向上が図られまし
た。

特になし。 より一層のコミュニケーターのスキルアッ
プを図っていきます。

接客品質の統一と向
上
（管理部業務振興
課）

県水お客様センターを開設
し、お客様サービスの向上と
事務の効率化を図ります。

　お客様への混乱も無く、
ワンストップサービスの向
上は図られたと考える。ま
た、事務の効率化について
は、水道料金調定業務の集
約化により、効率的な事務
処理体制を整えた。
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検証指標・手段
施策名
（課　名）

目標の
達成状況総括

主な成果 残された課題施策の目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

・漏水防止対策
水資源の有効利用と有効率の向上及び
漏水による二次的被害の防止を図るた
め地下漏水の調査を行います。

Ａ

・未普及地区の解消
需要者サービスの向上を図るため水道
未整備地区や千葉市の地下水汚染地区
に配水管を整備し水道普及を促進しま
す。

―

・鉛給水管の更新
水道水の鉛濃度一層の低減化や安定給
水の確保及び有効率の向上を図るため
鉛給水管をポリエチレン管などに更新
します。

Ａ

配水管等の維持管理
の充実
（技術部給水課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持事業の必要性及び緊急性を精
査し実施するとともに、漏水
防止等の維持管理工事を実施
し、安定給水に努めます。

配水管等の維持管理の充実
に向けて概ね順調に進んで
います。
国の指導である有効率９
５％以上の目標に対して、
９６．４％と前年度と比較
して０．８％増加し水資源
の有効利用が改善されまし
た。
また、鉛給水管の更新も１
６年度は２万５千本と計画
どおりに更新され更新率も
５７．６％と、水道水の鉛
濃度一層の低減化や安定給
水の確保及び有効率の向上
が図からました。
　一方、未普及地区の解消
をはかるための水道未整備
地区や千葉市の地下水汚染
地区の配水管整備をする普
及率の達成状況は、１７年
６月に判明します。

事業の必要性及び緊急性を精査して未普及
工事・鉛給水管更新工事を実施するととも
に、漏水調査及び漏水防止等の維持管理工
事を実施し、安定給水を実現することがで
きました。

水道水の鉛濃度一層の低減化や安定給水の
確保及び有効率の向上を図るため、平成１
７年度以降も平成２２年度の鉛給水管の完
了を目指して鉛給水管の更新に取り組む必
要があります。

鉛給水管の更新を促進するため、引き続
き、予算の確保と効率性を図り取り組みま
す。
　具体的には、平成１７年度には２万７千
本の鉛給水管の更新本数を予定していま
す。
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部名：　　企　業　庁　　

事業の見直し及び事業の進捗
状況に合せ組織・人員の見直
しを行い、業務量に応じた組
織・人員のスリム化を実施し
ます。

効率的な組織体制の構築 Ｂ

政策評価制度を適切かつ円滑に推進す
ること

Ａ

企業庁ホームページアクセス件数 Ａ

土地造成整備事業会計
資金残高

Ａ

工業用水道事業会計
資金残高

Ａ

土地造成整備事業会計
企業債残高

Ａ

工業用水道事業会計
企業債残高

Ａ

法令等に基づく適正な会計事
務を執行します。 土地造成整備事業会計における未成事

業資産の精算地区数
Ａ

運用利息 Ｂ

企業庁事業の状況は、土地をとりまく現在
の状況から、収入の根幹である土地分譲収
入の大幅な増加は困難である一方、公債
費、負担金などの義務的経費の負担が重
く、依然として極めて厳しい経営環境にあ
り、平成19年度には、企業債の償還がピー
クを迎えることから、今後、毎年度、資金
を取り崩す状況が見込まれます。

今後も経営状況が一段と厳しくなることも
想定されることから、平成17年度の予算執
行にあたっては、引き続き収入の積極的な
確保を図る一方、支出においては、経費の
一層の節減を進めるとともに、適正かつ効
率的な執行に努める必要があります。
１　予算編成
（1）土地造成整備事業会計
今後も分譲保留の解除及び土地利用計画の
見直しを行うなど積極的に収入予算を確保
するとともに、早期の資金回収に直結する
基盤整備等の事業を優先に実施することに
より事業費を圧縮するなど、更なる支出予
算の削減を図ります。
（2）工業用水道事業会計
新規売水及び発生土売却による収入の確保
に努めるとともに、維持管理費の民間委託
の一層の推進による経費節減などにより、
収支の改善を図ります。
２　予算執行の管理においては、今後も積
極的に予算執行状況の進行管理を行いま
す。
３　企業債の管理においては、将来の財政
負担を軽減するために企業債の発行を抑制
していきます。

土地造成整備事業会計にお
ける未成事業資産の精算地
区数については、５地区に
おいて精算を実施し目標を
達成することができまし
た。また、資金の運用利息
についても、預託先の金融
機関による預金利率の低下
があったものの、概ね目標
を達成することができまし
た。

１　精算事務の推進
未成事業資産の精算事務の推進を図り、５
地区の精算を実施しました。
２ ペイオフ対策の対応
   ペイオフ対策については，県全体の公金
管理の対応策として関係部局と基本方針を
策定しました。

１　会計事務については、土地造成整備事
業会計における未成事業資産の処理につい
て逐次精算事務を進めているところです
が、早期の精算を実現するため、さらなる
精算事務の推進を図る必要があります。
2 資金については，ペイオフ全面解禁後、
安全性を考慮し無利息の決済用預金で保管
することとなりますが、運用面からは効率
的な資金運用を図る必要があります。

１　会計事務については、未成事業資産の
精算事務の推進を図るなど、引き続き法令
等に基づき適正に実施します。
2  効率的な資金運用を図るため，債券運用
を実施します。

現在、当庁は厳しい財務状
況の中、経営基盤の一層の
強化に努めているところで
あり、収入の確保に努めた
結果、土地造成整備事業会
計においては、平成16年度
末の資金残高は約592億円
と前年度末に比べ約84億円
の増加となり、企業債残高
については前年度末に比べ
約63億円減の約1,181億円
となり、また、工業用水道
事業においては、平成16年
度末の資金残高は約129億
円と前年度末に比べ約10億
円の増加となり、企業債残
高については、前年度末に
比べ約24億円減の約530億
円となり、目標を達成する
ことができました。

１　予算編成においては、
①多様な分譲・貸付制度を有効に活用する
こと等により、一層の収入増に努める。
②支出は、事業全般について精査し、早期
の資金回収に直結する事業を実施し、収支
の改善を図る。
③企業庁の収束を見据え、新たな事業は行
わない。
　この３点の方針の下、資金残高との調整
を図りながら、予算編成を行いました。
２　予算執行の管理においては、予算執行
状況の進行管理を行うことによって、予算
執行段階において、収入の積極的な確保を
図る一方、支出においては適正かつ効率的
な執行に努め、一層の経費節減を進めまし
た。
３　企業債の管理については、土地造成整
備事業会計で新規借入を行わないことと
し、また、工業用水道事業会計では借入額
の圧縮に加え低利債への借換制度を積極的
に活用するなど財政負担の軽減に努めた結
果、土地造成整備事業会計と工業用水道事
業会計を合わせた企業債残高が、平成16年
度末で1,710億85百万円となり、前年度に比
べ約87億円の減少となりました。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法

企業庁予算の管理
（管理部財務課）

会計事務及び資金管
理
（管理部財務課）

安全かつ効率的な資金の管
理・運用を図ります。

企業庁の予算編成、予算執行
及び企業債の管理により、収
入の確保、経費の節減、企業
債残高の圧縮を進め、財務状
況の改善を図ります。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

・組織・人員のスリム化に
向けて、概ね業務量に応じ
た効率的な組織体制を構築
しました。なお、年度途中
に工業用水の増量給水に対
応するため、一時的に茂原
建設事務所を設置し27名の
職員配置を行ったところで
すが、庁内の内部捻出等に
より対応しました。
・事業の総合的な企画・調
整や情報化の推進を適切に
実施しました。具体的に
は、①各課の基本施策につ
いて事前評価を実施し効率
的な事業運営に努めたこ
と、②ホームページの内容
を充実させることにより、
アクセス件数が15年度より
も月平均で3万3千件増加し
たことが挙げられます。

１　組織・人員のスリム化の推進
　事業の見直しを行い前年度と比較して３
２名の削減をしたことにより、業務量に応
じた効率的な組織体制を構築しました。
２　事業の総合的な企画・調整と情報化の
推進
　各課の基本施策について事前評価を行
い、事業事務の改善を図りました。また、
企業庁ホームページの内容を充実させるこ
とにより、企業庁事業についての広報活動
を推進しました。

１　組織・人員のスリム化の推進
　引き続き、企業庁事業の整理に向けた体
制の整備を推進するとともに、一層の組
織・人員のスリム化を進めていく必要があ
ります。
２　事業の総合的な企画・調整と情報化の
推進
　効率的な事業運営を実現するため、16年
度の各課の基本施策について事後評価を行
う必要があります。
　また、企業庁ホームページについてはア
クセス件数が増加したものの、引き続き内
容の充実と情報の迅速な発信に努める必要
があります。

内部管理業務
（管理部企業総務
課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善

企業庁事業の運営の効率化を
図るため、事業の総合的な企
画・調整や情報化の推進を行
います。

１　組織・人員のスリム化の推進
　さらに事務事業の見直しを行い、簡素で
効率的な組織体制の構築に取り組みます。
２　事業の総合的な企画・調整と情報化の
推進
　引き続き各課の基本施策について事後評
価を行い、効率的な事業運営を図ります。
　企業庁ホームページについては、内容の
充実と迅速な情報提供に努めることによ
り、企業庁事業全体のアクセス件数の増加
を目指します。

資料　４
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

「土地造成整備事業の地区別事業の事
業スケジュール」の策定（37地区）

Ａ

固定資産台帳の整理 Ａ

「企業庁経営戦略プラン」の着実な実
施

Ａ

企業庁土地造成事業の早期収
束に向け、事業採算性を考慮
した経営管理を進め、効率的
な体制づくりを目指します。

実施中の地区事業の精算を進めます。 Ａ

企業庁が事業を実施したこと
により生じている三番瀬海域
における漁業者対策等の問題
の早期解決を図ります。

市川市行徳漁協に対する補償等の処理 Ｃ

費用対効果の観点から適切な
建築及び設備工事の設計・施
工監理を進め、コスト縮減を
図ります。

施工内容、単価を見直し、コスト縮減
を図ります。

Ａ

分譲収入 Ｂ

賃貸収入 Ａ

臨海部埋立地内に、住宅・工
業用地の造成を行い、分譲用
地を確保すると共に、公共施
設の整備を行います。

臨海地区事業進捗率
（対事業費）

Ｂ

公共施設等の早期引継ぎを図
ります。 整備済み公共施設等の3年以内の引継

ぎ状況等
Ｂ

工業団地の整備面積 Ａ

物流用地の整備面積 Ｂ

内陸部に工業団地等の造成を
行い，
分譲用地を確保するととも
に，公共施設の整備を行いま
す。

臨海地域及び内陸工
業団地等の土地造成
整備事業の推進
（地域整備部建設
課）

工業用地、業務用地
等の分譲促進
（地域整備部土地分
譲課）

地域経済の活性化や産業振興
のため、企業の立地を促進
し、また、県民が安心して暮
らせる優良な住宅用地を提供
します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持臨海地域及び内陸工業団地
等の土地造成整備事業の推
進については、ほぼ計画ど
おりの進捗であり、概ね順
調に進んでいます。

１　臨海部埋立地内において、施設整備及
び維持補修等を実施し、分譲用地の確保に
努めました。
２　整備済みの公共施設等については、約
１０haを最終管理者へ引継ぎました。
３　内陸部においては、工業団地等の造成
を推進し、空港南部A地区に１０．３haの分
譲用地を造成しました。

地域のまちづくりに貢献するため、整備済
の公共施設等について早期に引き継ぐ必要
があります。

社会基盤の整備を推進するため、造成工
事、施設整備等を実施します。
地域のまちづくりに貢献するため、整備済
の公共施設等の引き継ぎについて、重点的
に取り組みます。

Ｂ　改善 Ｂ　改善分譲収入と賃貸収入の合計
では目標額の７３％となっ
たが、より一層厳しい分譲
状況が予想されることか
ら、今後も企業誘致等に積
極的に取組む必要がありま
す。

企業訪問１８７社について実施。
企業誘致説明会を２回開催（参加企業９４
社、参加者２３２名）
分譲契約件数４２件、分譲面積約３３ヘク
タール、契約高は約２５４億円
新たな貸付契約は９件、貸付面積約１５ヘ
クタールとなりました。

処分の進まない富津地区工業用地や内陸工
業団地への企業誘致、長期貸付地の返還、
分譲保留地の解除、　土地利用計画の見直
し等分譲に係る阻害要因の解決

企業誘致を進めるため、広報活動等を積極
的に拡大し、企業の需要動向等の把握に努
めつつ、マスコミやインターネットによる
企業への分譲情報の提供等によって、未分
譲地の一層の分譲促進を図っていきます。
また、分譲に係る阻害要因の早期解決に努
めていきます。

地域整備事業の経営
管理の推進
（地域整備部事業管
理課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持精算に当たっては、年度当
初から定期的に会議を実施
し、年度末に取りまとめま
した。
市川市行徳漁協に対する補
償等について、関係者との
協議を行ってきたが具体的
方策の策定が困難であり、
策定までには至りませんで
した。
工事に関しては、費用対効
果を考慮した良質な設計図
書の作成・施工監理を行い
ました。

地域整備事業の経営管理の推進について
は、実施中の地区事業の精算を計画的に進
めた結果、４地区の精算事務を行ったこと
により、当該地区毎の検討課題の整理及び
残事業費の確定などができることから、土
地造成整備事業の早期収束に向けた効率的
な経営管理を進めることができました。

地域整備事業の経営管理の推進について
は、引き続き地区毎の検討課題の整理、検
討を行い、土地造成整備事業の早期収束に
向けた効率的な経営管理を進めていくこと
が必要です。

地域整備事業の経営管理の推進について
は、土地造成整備事業の早期収束に向けた
効率的な経営管理を進め、地区毎の検討課
題の解決に向けて、関係機関協議の進展を
図っていきます。

企業庁事業の経営の
改善
（管理部事業整理
課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善企業庁の経営基盤強化を図る
ため、企業庁改革を推進しま
す。

15年12月に行った「千葉県企業庁造成土地
等分譲・貸付基準」の改正により、近年の
企業ニーズに対応する分譲・貸付制度を構
築したことによる効果が、平成16年度に顕
著に現れ、土地処分が促進され、収入増加
に寄与しました。

　企業庁経営戦略プラン（15年度～17年
度）の最終年次としてその推進に努め、経
営基盤の一層の強化を図るとともに、過去
３年間の総括・検証を行います。
　また、本プランが17年度で終了すること
から、18年度からの次期プランの取組方針
を策定する必要があります。

　18年度を初年度とする次期プランは、土
地造成整備事業の地区別スケジュールや長
期事業収支見通しとの整合を図りながら、
戦略的な事業展開と効率的な企業庁運営を
確立するための、事業の運営方針として策
定します。

企業庁経営戦略プラン及び
長期事業収支見通しに基づ
く取組に従い、早期の土地
処分、支出の削減に努めた
結果、目標の資金残高を確
保し、企業債残高の減少も
実現しました。

企業庁事業の見直
し・事業スケジュー
ルの策定
（管理部事業整理
課）

Ｂ　改善 Ｂ　改善１　事業スケジュールの策定
　　地区別事業スケジュール策定作業を進
める中で、事業推進に当たっての課題・解
決方法・解決の　　目標年次等、今後の基
本的な方向性を明らかにすることができま
した。
２　固定資産等の管理
　　現行固定資産管理システムの問題点等
の整理、システム機能強化、操作性向上等
について検討し、システム変更による新シ
ステム移行への準備が整いました。

・策定された地区別事業スケジュールに基
づいて適切な進行管理を進めていく必要が
あります。
・固定資産台帳の整理方針を策定し、これ
に基づき台帳と保有土地の再確認を進めて
いく必要があります。

・地区別事業スケジュール進行管理表に基
づき、具体的な課題の対応案の検討や調整
を図りながら、　　事業の着実な進捗のた
め進行管理を行います。
・固定資産の適切な管理のため、固定資産
管理システムを新システムに移行するとと
もに、台帳と保有土地の再確認を計画的に
行います。
・保有土地処分促進のため、企業の土地需
要動向等を踏まえ、適切に分譲・貸付基準
等の運用を行っていきます。

・企業庁事業の見直しにつ
いては、地区ごとの課題の
整理等行うとともに、事業
スケジュールを明らかに
し、平成17年度以降、適切
な事業推進を行うための
「地区別事業スケジュール
進行管理表（３７地区）」
を策定することができまし
た。
・固定資産等の適切な管理
としては、固定資産管理シ
ステムの変更について検討
した結果、平成17年度に、
より機能強化、操作性向上
等を図った「新システム」
に移行することとしまし
た。

企業庁事業の収束に向けた課
題の整理を行い、地区別　事
業スケジュールを策定しま
す。
併せて、保有土地など固定
資産等の適切な管理を行いま
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

１幕張新都心の就業人口 Ｂ

２幕張新都心の居住人口 Ｂ

３幕張新都心の活動者数 Ｂ

土地分譲の促進

処分面積（借地・分譲） Ａ

公共施設用地の引継面積 Ｃ

千葉ニュータウン事業連絡調整会議事
業収束部会の開催・審議

Ａ

事業計画の最終見直し方針の作成 ―

新駅周辺の新しいまちにふさ
わしい施設の導入を目指して
いきます。

募集要項の作成、企業の選定といった
企業誘致までの各段階への到達度

Ｂ

土地区画整理事業の整備進捗率（対総
事業費
1,705億円）

Ａ

１　まちづくりの推進
柏北部中央地区については、駅前にふさわ
しい施設・機能の導入を行います。
運動公園周辺地区については、今後とも新
駅周辺に商業・業務機能等の集積を図るた
め土地利用等について検討し、駅前にふさ
わしい施設・機能の導入を行います。
２　土地区画整理受託事業
　　　平成１７年８月２４日の鉄道開業を
強く意識し、引き続き、新駅周辺における
駅前広場・アクセス道路・生活インフラの
整備及び宅地造成を重点的に推進していき
ます。また、鉄道開業後においても、事業
全体を見据えた中で、計画的に整備を進め
ていき、地域住民の利便性の向上を図って
いきます。

１　土地分譲の促進
・景気低迷が続いたことや都心回帰による
土地需要の減退などの影響を受け、宅地の
約４０パーセント（約４９０ha）が未処分
となっていますが、この未処分地を早期に
処分する必要があります。

２　事業収束への取組
・公共施設用地の引継ぎについては、宅地
分譲計画に併せて、施設の整備計画を県や
市村と十分協議しながら策定し、整備後速
やかに引継ぎができるように取り組んでい
く必要があります。
・今後の事業収束に向けた課題の整理に取
り組んでいく中で、より現実に即した取組
方針へと修正・改良し実施していくこと
で、早期実現を図っていく必要がありま
す。

１　土地分譲の促進
成田新高速鉄道や北千葉道路整備の進展な
どによる立地の優位性を活かしながら、引
き続き借地制度を活用するとともに、新住
宅市街地開発法の運用の緩和を踏まえ、柔
軟な対応による土地分譲の促進に努めてい
きます。

２　事業収束への取組
・引継ぎについては、県や市村と引継ぎに
ついて事前に十分協議を行い、整備後は速
やかに引継ぎできるよう努めていきます。
・事業収束に向け、諸課題の進行管理を十
分に行っていくこととします。

千葉ニュータウン事業の早
期完了に向けて、共同施行
者である都市再生機構と事
業計画の見直し方針の検討
を進めてきましたが、関係
機関との協議・調整等に時
間を要するため、引続き検
討していくことになりまし
た。

１　事業計画の最終見直し方針の作成
都市再生機構と見直し方針の検討、見直し
箇所の抽出及び条件整理等今後の関係機関
との協議の基礎資料作成に取り組みまし
た。
２　土地の取得及び管理
平成１６年度は､土地取得予定0.7haに対し
0.04haの実績となり、これにより用地買収
計画面積の99.7％を取得しました。

１　見直し方針の策定
・国、県、地元市村との協議
・都市計画変更及び事業計画変更
２　土地の取得及び管理
未買収地については、今後も交渉を継続す
る必要があります。

１　見直し方針の策定
千葉ニュータウン事業の早期完了に向け、
事業計画の見直し方針を策定するととも
に、関係機関との調整を鋭意推進し事業計
画等の変更に取り組みます。
２　土地の取得及び管理
未買収地権者にニュータウン事業について
理解をしていただき、用地取得できるよう
努めていきます。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

千葉ニュータウン事
業の推進
（ニュータウン整備
部業務管理課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

事業収束への取組

・土地分譲の促進に向け
て、都市再生機構と連携し
て積極的な誘致活動を行
い､借地制度を活用した処
分促進に取り組み、順調に
進みました。
・公共施設の引継ぎについ
ては、整備が完了し関係市
村等との協議が整ったもの
から引継ぎを行いました
が､一部の施設については
引き続き協議を進めていく
こととしています。
・都市再生機構と事業収束
に向け、事業収束部会等を
開催して協議を行い、課題
の整理とその取組方針等を
取りまとめるなど収束に向
けて進んでいます。

１　土地分譲の促進
　　都市再生機構とユーザーや個々の企業
ニーズに対応した土地処分の促進を図り、
目標を上回ることができました。
２　事業収束への取組
・市村と公共施設用地の引継ぎの協議を行
い、約１２ｈａの引継ぎを行いました。
・事業収束に向けて、都市再生機構と連絡
調整会議や事業収束部会等を開催して課題
の検討・整理を行いました。
３　その他の事業・事務
予算決算事務や庶務業務等の内部管理事務
等を適切に実施し、事業･事務が円滑に進め
られました。

千葉ニュータウン事
業の早期完了
（ニュータウン整備
部業務管理課）

千葉ニュータウン事業は、北
総地域の中核都市を形成する
ことを目的として、新住宅市
街地開発事業により整備を進
め、１０年以内の早期に事業
完了します。

つくばエクスプレス
沿線整備事業等
（ニュータウン整備
部東葛飾北部整備
課）

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

両地区の駅前広場やアクセス
道路等の基盤整備を行い、駅
機能の発揚と地域住民の利便
性確保に努めます。

　駅前にふさわしい施設・
機能の導入と公平性、透明
性の図れる選定方法につい
て問題点を整理しました。
　新駅周辺における駅前広
場・アクセス道路・生活イ
ンフラの整備及び宅地造成
は、鉄道開業に向け、概ね
順調に進んでいます。

１　まちづくりの推進
柏北部中央地区については、「柏の葉キャ
ンパス駅周辺のまちづくり連絡会議」にお
いて、柏市、東京大学、千葉大学及び都市
再生機構と連携して柏の葉キャンパス駅周
辺のまちづくりの検討が進められました。
運動公園周辺地区については、駅前商業地
に換地を申し出た地権者で組織したまちづ
くり協議会において土地の利活用方策につ
いて検討を行いました。
２　土地区画整理受託事業
　　　平成１７年８月２４日の鉄道開業に
向け、関係機関と調整を図りながら、新駅
周辺における駅前広場・アクセス道路・生
活インフラの整備及び宅地造成が円滑に実
施されました。

１　まちづくりの推進
両地区とも駅前にふさわしい施設・機能の
導入を行う必要があります。
２　土地区画整理受託事業
　　　鉄道開業時における駅利用者等の利
便性確保のため、引き続き、新駅周辺の整
備を効率的に推進していく必要がありま
す。また、鉄道開業後においても、整備エ
リアを順次拡大し、なお一層事業を円滑に
推進していくことが求められています。

幕張ベイタウンで、新たな住宅供給により
着実に入居が進み、居住人口が増加しまし
た。
ソフト面においても、まちづくり支援事業
やアジア経済研究所との共同セミナーを開
催して交流を図るなど、新たな活性化につ
ながる成果をあげました。
また、幕張新都心内の幹線道路６路線及び
公園２箇所の移管を行いました。

東京都心のオフィスビルの大量供給によ
り、幕張新都心への新たな企業進出は厳し
い状況にあり、住宅についても都心物件と
の競争が更に激化していることから、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、居住者及び来訪者にとって魅
力あるまちづくりを推進していきます。

国際業務都市「幕張
新都心」の形成
（地域整備部幕張新
都心整備課）

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
合機能を備えた国際業務都市
の形成を目指します。

幕張新都心への新たな企業
進出は、依然として厳しい
状況の中で、幕張ベイタウ
ンへの入居が着実に増える
ことにより、活動者数が増
加しました。

Ｃ　現状維持Ｃ　現状維持
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二次評価
結果
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達成
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今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

工業用水道事業の地区統合 Ａ

未売水の新規売水量 Ｃ

他用途への水源転用 Ａ

将来組織の検討 Ｂ

安定給水の確保及び維持管理
の合理化のため、施設の運転
管理業務の直営及び民間委託
方式を含めた管理体制を検討
し、適切な運転管理を推進し
ます。

浄水場運転管理業務の直営・民間委託
方式を含めた維持管理計画の策定

Ａ

施設の保守点検を確実に実施
し、適切な補修及び計画的な
建設改良を行って、施設を適
正に維持管理します。

新しい建設改良5ヶ年計画の作成及び
施設の更新（県単のみ）
（18年度～22年度）

Ａ

施設管理台帳の点検整備を行
うとともに、台帳の電子デー
タ化を進めます。

工業用水道施設情報管理システムの構
築

Ａ

浄水場発生土の培養土化の割合 Ｂ

資源循環型社会への貢献、経
費削減のため、浄水場発生土
による人工培養土事業を推進
します。

・ 　施設の運転管理業務
について、17年度に「新た
な県工業用水施設の維持管
理のあり方」の調査委託を
予定するなど、直営・民間
委託方式を含めた維持管理
計画作成の達成に向けての
検討を進めています。
・　　適切な補修及び計画
的な建設改良を行うことに
より施設を適正に維持管理
するための改良計画作成の
達成については、「設備更
新計画(案)」を作成するな
ど順調に進めています。
・　　施設管理台帳の点検
整備及び電子データ化の達
成に向けて順調に進めてい
ます。
　　　16年度中にはシステ
ムの改良が終了し、各事務
所におけるデータ入力を進
めてきました。
・　　循環型社会づくりを
促進するとともに経費削減
のため、浄水場発生土によ
る人工培養土事業について
は、14年度と比較して大幅
に浄水場発生土の培養土化
の割合を高め、目標をほぼ
達成するなど順調に進めて
います。

１　施設の運転管理業務について、直営・
民間委託方式を含めた管理体制を検討して
きました。その結果、17年度には維持管理
計画作成に向けて「新たな県工業用水施設
の維持管理のあり方」の調査委託を行うこ
ととしました。
２　適切な補修及び計画的な建設改良を
行って、施設を適正に維持管理するための
改良計画の作成
　　「設備更新計画（案）」を作成しまし
た。
３　施設管理台帳の点検整備を行うととも
に、台帳の電子データ化の推進
　　システムの改良を終了し、各事務所に
おいてデータの入力を進めました。
４　資源循環型社会への貢献、経費削減の
ため、浄水場発生土による人工培養土事業
の推進
　　14年度と比較して大幅に割合を高め、
目標をほぼ達成しました。

１　　施設の運転管理業務の直営・民間委
託方式を含めた管理体制を検討し、維持管
理計画の作成
維持管理計画を作成するために、「新たな
県工業用水施設の維持管理のあり方」の調
査委託項目を検討し、事務所、浄水場の連
携を図る必要があります。
２　　適切な補修及び計画的な建設改良を
行って、施設を適正に維持管理するための
改良計画の作成
　　　平成１6年度に作成した「設備更新計
画（案）」をもとに、平成17年度には、翌
年度以降の改築事業の着手に向け、国及び
受水企業等の関係機関との協議・調整を進
める必要があります。
３　　施設管理台帳の点検整備を行うとと
もに、台帳の電子データ化の推進
　　　各事務所においてデータ入力を完了
する必要があります。
４　　循環型社会づくりへの貢献、経費削
減のため、浄水場発生土による人工培養土
事業の推進
　　　培養土化の割合を促進するために、
従来は培養土として活用できなかった含石
灰発生土の培養土化を図る必要がありま
す。

　合理的・効率的事業運営と
ともに経営基盤の強化を図
り、経営の健全化を推進しま
す。このため、千葉県工業用
水道事業長期ビジﾖンに基づ
き、地区統合や未売水対策、
他用途への水源転用等各種施
策の推進を図ります。

工業用水道事業の経営の健
全化に向けて概ね順調に進
んでいます。この理由とし
て工業用水道事業の地区統
合や他用途への水源転用が
目標どおり実施できたこと
及び将来組織についての具
体的な検討が進められたこ
と、反面、未売水の新規売
水量が目標の２２％に留
まったことが挙げられま
す。
　なお、未売水の販売につ
いては、用水多消費型工場
の立地が少ないこと、受水
企業における水使用の合理
化等の動向もあり、非常に
厳しい状況にあります。

１　工業用水道事業の地区統合
　　　統合により、施設、水源の共同利用
による効率的運用及び経営の安定化が図ら
れるます。水源的には１日の計画水量にお
いて３２,８００立方メートルの削減ができ
ました。
２　未売水の新規売水量
　　　１６年度の新規売水量は７３㎥／日
であり、需要量調査や企業訪問及びイン
ターネットによる広報等を実施しましたが
目標には達しませんでした。
３　他用途への水源転用
　　水源が不足する上水へ転用することに
より、既存水源の有効活用が図れます。
４　将来組織の検討
　　浄配水施設の維持管理について、危機
管理を踏まえた組織体制、委託の範囲を検
討しました。

１　未売水対策
　　未売水の解消は、経営基盤の強化と安
定的な事業運営を図る上で重要です。
２　今後の組織及び事業運営のあり方につ
いての検討
　　土地造成事業の収束に伴い企業庁組織
の見直しの動きがある中で、工業用水部と
しての検討を進めることが必要です。

１　未売水対策
　　新規需要の拡大を図るため、今後とも
インターネット等を活用した広報やアン
ケート調査、積極的な企業訪問等を実施
し、未売水の解消に努めてまいります。
２　今後の組織及び事業運営のあり方につ
いての検討
　　今までの検討結果を踏まえ、更なる検
討により解決策を立案します。

土地造成事業の収束に伴い企
業庁組織の見直しの動きがあ
る中で、工業用水部としても
今後の組織及び事業運営のあ
り方について検討します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持工業用水道事業の経
営の健全化
（工業用水部管理
課）

Ａ　拡大 Ａ　拡大工業用水の安定的な
給水の確保
（工業用水部施設維
持課）
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

県内に立地する受水企業に対
する工業用水の安定供給のた
め、それに係る水源を計画的
に確保します。

必要水源のうち、安定水源の割合 Ｂ

建設後の年次経過などによる
機能低下や事故発生の危険性
があることから、緊急性・効
率性・経済性などを考慮し、
計画的に施設の建設改良を行
います。

建設改良事業の進捗率 Ａ

適切な補修及び計画的な建設
改良を行うため、新しい建設
改良計画を作成し、施設の更
新を行います。

新しい建設改良計画（平成18～22年
度:５ヶ年）の作成及び施設の更新

Ｂ

工業用水管１３箇所の移設協議、調整
及び移設工事

Ｂ

１　水源の確保
水源確保のためには、ダム等の完成が必要
となるため、今後も国土交通省と協議して
いきます。
２　建設改良工事等の推進
新しい建設改良計画に基づく工事実施のた
めには、国庫補助金の導入が必要であり、
経済産業省と今後協議していきます。ま
た、外かん建設に伴う移設については、今
後も国土交通省等と十分協議していきま
す。

東京外かく環状道路（外か
ん）建設に伴い工業用水管を
移設する必要があり、国から
の適正な補償に基づき、工事
を進めます。

工業用水の安定給水のた
め、水源の確保及び建設改
良事業等を適切に実施しま
した。
安定水源の割合について
は、事業計画変更に伴う必
要水量、確保水量の減少に
より、１％の増加となりま
した。
建設改良計画については、
１６年度に新しい計画案を
作成し、１８年度から工事
実施の予定です。また、外
かん建設に伴う移設につい
ては、外かん建設の工程に
あわせ、協議及び工事を進
めました。

１　水源の確保
水源の確保を図るため、必要な費用負担を
行いました。
２　建設改良工事等の推進
建設改良計画については、１６年度に新し
い計画案を作成し、工事の準備に入ってい
ます。また、外かん建設に伴う移設につい
ては、外かん建設の工程にあわせ、協議及
び工事を進めました。

１　水源の確保
水源確保のためには、ダム等の完成が必要
です。
２　建設改良工事等の推進
新しい建設改良計画に基づく工事実施のた
めには、国庫補助金の導入が是非必要で
す。また、外かん建設に伴う移設について
は、外かんの事業主体である国土交通省と
十分協議していく必要があります。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持工業用水の安定給水
のための水源確保及
び建設改良事業等
（工業用水部工務
課）
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部名：　　病　院　局　　

県立病院経営諮問会議（仮称）におい
て、県立病院の運営が適正かどうかの
意見を求めます。

Ａ

県立病院の運営について
は、経営の健全化に向けて
順調に進んでいます。この
理由として、①費用対効果
を踏まえた高額医療機器の
購入、②医薬品の共同購
入、③給食業務等、業務委
託契約方式の見直しなど効
率的な経営に向けて組織を
あげて取り組んだことによ
り経費削減等を図ることが
できました。さらに一層の
効率化等を図り経営健全化
を着実に推進していくた
め、「千葉県病院局中期経
営計画」を策定されたこと
が挙げられます。

県立７病院の運営
（経営管理課）

県立病院が県民に対して、良
質な医療を安定的に提供して
いくため、効率的な運営によ
る病院経営の健全化を図りま
す。

Ｂ　改善病院運営の健全化について
物品購入、業務委託等の検討・見直しを行
い、高額医療機器の購入に際し事前審査を
行うことにより費用対効果を審査し有効な
医療機器の整備を図るとともに高額医療機
器の共同利用の観点でＭＲＩを導入しまし
た。医薬品については共同購入を実施しま
した。また、給食業務の委託契約方式の見
直しを行いました。このことにより経営の
効率化に資するとともに費用の削減を図る
ことができました。

病院運営の健全化に向けては、更なる検討
をする必要があります。

達成
状況

検証指標・手段
施策名
（課　名）

今後の取組方法

引き続き経営会議、各種会議等を通じて
「中期経営計画」を着実に実施し病院運営
の健全化に向けて重点的に取組みます。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

資料　４
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部名：　　教　育　庁　　

教育庁ホームページ
　　　アクセス数（件）

Ｂ

教育委員協議会等
　　　　　開催数（回）

Ｂ

教育施策の企画・調整を図
り、それを踏まえた予算原案
の作成及び執行の総合調整を
行い、千葉県教育長期ビジョ
ンの実現に努めます。

アクションプランの策定や予算の執行
を通じて、各課が掲げる目標・指標等
達成状況の把握

Ｂ

適正な財務会計処理、給与支
払事務等により、円滑な教育
行政を進めます。

現地調査などにより、財務会計処理等
が適正に処理されているかを確認。

Ａ

経済的理由により、修学・就
学が困難な者の経済的な負担
を軽減するため、授業料減免
及び奨学金の制度の適正な運
用に努めます。

制度の周知と適正な運用並びに奨学金
の返還状況の管理

Ｂ

研修会の実施や個別相談・指導と、現
地調査の実施

Ａ

１　教育施策の企画・調整等
　　国の三位一体改革や教育改革の動きを
踏まえながら、県として必要な教育施策の
展開に向けた企画調整業務を行うことがで
きました。
また、各市町村教育委員会の教育施策担当
主管課長を対象に教育施策に関する情報提
供を兼ねた会議を開催したことで、県教育
委員会との連絡・調整がより円滑に進むよ
うになりました。
予算については、庁内各課及び他部局と連
携を図りながら、「個性が輝く教育の推
進」に向け、効果的・効率的な予算を編成
することができました。
２　県立学校内部管理
教育事務所と連携し、県立学校２５校の会
計指導を実施しました。
３　県立学校等生徒の修学・就学援助
県立学校等生徒５，５０３名に対し奨学資
金の貸付等を実施しました。
４　研修会を通じ、国庫負担（補助）制度
の周知、並びに学校施設の耐震化、バリア
フリー化の推進をはたらきかけることがで
きました。
研修会・ヒヤリング・現地調査を実施し国
庫負担（補助）事業の適正な事務執行がで
きました。

１　教育施策の企画・調整等
　・国の三位一体改革や教育改革の動向等
に留意しながら、県としての教育施策の展
開に努めていく必要があります。
・県民や児童生徒等のニーズを踏まえた施
策をよりいっそう展開していく必要があり
ます。
２　適正な財務会計処理、給与支払事務等
　・学校における会計事務の一層の適正化
を進める必要があります。
　・今後の国庫負担金の動向等も踏まえた
適正な事務処理が求められます。
３　公立学校施設整備国庫負担（補助）事
業
　・国の三位一体改革の動向等を注視して
いく必要があります。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

・内部管理業務、教育施策
の企画・調整を行うととも
に、これらを踏まえた教育
予算原案の作成、予算執行
の総合調整を適切に実施し
ました。具体的には、①教
育長期ビジョンに基づく教
育施策の企画　②政策評価
と連動させた予算編成　③
アクションプランなどとの
総合的調整を行い、厳しい
県財政の中で効果的・効率
的な予算を編成しました。

今後の取組方法

内部管理業務、教育
施策の企画・調整な
ど
（企画管理部企画財
務課）

公立学校施設整備等の市町村
が行う国庫負担（補助）事業
に係る事務や指導を行うこと
により、公立学校の教育環境
の充実を図ります。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

　教育情報の提供と広報・
広聴活動の充実に向けて順
調に進んでいます。その理
由として、①教育庁ホーム
ページアクセス件数が前年
度を上回る見込みであるこ
と、②試行で、インター
ネットを通じて、「県教委
ニュース」を配信すること
になったことなどが挙げら
れます。
　また、教育委員会会議の
充実と活性化に向けても順
調に進んでいます。その理
由として、高校再編や地域
運営学校、人事評価制度な
ど当面の課題に対して、教
育委員が率先して庁内職員
や教育関係者と意見交換す
ることにより、教育施策に
反映させていることが挙げ
られます。

１　教育情報の提供等
　　　試行でインターネットを通じて、
「県教委ニュース」を配信することによ
り、県民に情報提供する
とともに、教職員等へ周知を図りました。
この結果、教育庁ホームページアクセス件
数が前年度よ
り増加しました。
２　教育委員会会議の運営
　　　意見交換会等を通じて、教育委員が
率先して庁内職員や教育関係者との意見交
換を積極的に行うことにより、当面の教育
課題について理解が深まり、県立高等学校
再編計画第２期プログラムの決定など重要
な教育施策の策定に反映させることができ
ました。

１　教育情報の提供等
・平成１７年度に「２００５千葉きらめき
総体」を開催しますが、大会を盛り上げ成
功させるため、広報誌、ホームページなど
様々な媒体を活用し広報する必要がありま
す。

　多様化・高度化する県民の
教育に対する期待や要望を適
切に把握し、信頼度・透明度
の高い教育行政を　展開する
ため、教育情報の提供と　広
報・広聴活動の充実を図ると
ともに、教育委員会会議・教
育庁内組織の充実と活性化を
図ります。

達成
状況

内部管理業務など
－ 県民に開かれ信
頼される教育委員会
の推進 －
（企画管理部教育総
務課）

Ａ　拡大

Ｂ　改善 Ａ　拡大

１　教育情報の提供等
・「２００５千葉きらめき総体」について
の広報活動として、教育広報「夢気球」や
「県教委ニュース」に掲載するとともに、
２００５千葉きらめき総体のホームページ
の充実を図ります。
また、ちば県民だより等への掲載依頼や、
報道機関への積極的な情報提供（パブリシ
ティ）を行い
ます。

１　教育施策の企画・調整等
　・国の予算措置・制度等の状況を確認し
ながら、所要の調整等を進めます。また、
県民や児童生徒等のニーズを踏まえた教育
施策の展開に係るアクションプラン等につ
いても所要の調整等を行っていきます。
２　適正な財務会計処理、給与支払事務等
　・教育事務所と連携して、学校の適正な
会計事務の執行について指導していきま
す。
３　授業料減免・奨学金
　・新たに実施することになった奨学金事
業（旧日本育英会実施事業）についても適
正な貸付等を行っていきます。
４　公立学校施設整備国庫負担（補助）事
業
・三位一体改革で税源移譲の対象に挙がっ
ていることから、国の動向等に留意しなが
ら、引き続き、国庫補助事業の適正な執行
に努めていきます。

Ａ　拡大

資料　４
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

県全体の高等学校の配置を見直し Ａ

単位制高校の設置（全日制） Ａ

総合学科の設置 Ａ

中高一貫教育校の設置 Ａ

（仮称）総合技術高校の設置 Ａ

三部制定時制高校の設置 Ａ

女子校の共学化 Ａ

各学校の取組事業数 Ａ

耐震診断の結果、改修の優先度が高い
100棟の耐震化

Ａ

老朽化した建物の改修 Ｂ

第１期実施プログラム再編対象校（32
校）の不足施設設備等の整備

Ａ

魅力ある高等学校づくりの
実現に向けた県立高等学校
再編計画の推進及び学校自
らが企画・提案する特色あ
る教育に対する取組が着実
に進んでいます。

・　県立高等学校の再編の
推進は、再編計画に基づき
段階的に整備を行うことと
しており、その具体計画で
ある第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
ムの着実な推進を図り、魅
力ある高等学校の設置等を
計画通り進めました。

・　魅力ある高等学校づく
りへの支援のため、特色あ
る教育に対する取組に支援
する「魅力ある高等学校づ
くりチャレンジ支援事業」
を実施しました。
　　なお、本事業への各学
校からの事業要望の増、事
業内容の充実は、学校自ら
が改革に向けた取組をする
ことの必要性が各学校にお
いても十分浸透してきたも
のであり、魅力ある高等学
校づくりを一層推進できる
ものと考えます。

・　その他の業務について
も、適切に執行しました。

県立高等学校の再編の推進
県立高等学校再編計画第２期実施プログラ
ムの決定
統合　6組12校
単位制高校の設置　3校
中高一貫教育校の設置　1校
共学化　2校（再掲含む）
情報科等の設置　2校（再掲含む）
三部制定時制高校の設置　1校
再編の概要（平成17年4月1日）
統合　2組4校
単位制高校の設置　2校
総合学科の設置　2校（再掲含む）
共学化　2校（再掲含む）

魅力ある高等学校づくりへの支援
魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事
業
対象：県立高等学校86校105事業

　厳しい財政状況の中で学
習施設・設備等の教育環境
の整備は整備計画に基づき
概ね順調に進んでいます。
　しかし、年々増加する建
物の老朽化や機能低下、さ
らなる耐震対策の推進等に
対応するためには、現在の
財政状況が計画的な施設整
備に大きく影響しており、
困難な課題となっていま
す。

Ｃ　現状維持

Ａ　拡大

県立高等学校再編計
画の推進
（企画管理部県立学
校改革推進課）

中学卒業者数の減少や高等学
校で学ぶ生徒の能力・適性、
興味・関心、進路希望等の多
様化に対応するため、県全体
の県立高等学校の配置の見直
し、単位制高校、総合学科の
設置、女子校の共学化など魅
力ある高等学校づくりを推進
します。

学校自らが企画・提案する千
葉県らしい特色ある教育に対
する取り組みに対して支援し
ます。

学習施設・設備等の
教育環境の整備
（企画管理部施設
課）

県立学校は、児童・生徒の教
育の場であるとともに、災害
時の地域住民の避難場所とな
る重要な施設であることか
ら、耐震改修を推進します。
　また、老朽化した施設につ
いては大規模改修を推進して
建物の延命を図ります。

県立高等学校再編計画に基
づく施設整備を推進します。

Ａ　拡大1県立学校施設の整備
　県立学校の改修工事や耐震補強工事を実
施することにより、老朽化した建物の延命
や、地震等の災害から児童・生徒の安全を
確保することができました。
2教育財産の管理
　教育財産の管理と保全に取組み、土地や
建物などの教育財産を維持することができ
ました。
3建設工事の指導
　県立学校や教育機関が実施する建設工事
について、専門的・技術的指導を行った結
果、工事が円滑・適正に遂行することがで
きました。

経年により発生する学校建物や機械設備の
損耗、機能低下に対する復旧措置や建物の
耐震性能の確保、また、教育内容・方法の
変化への対応策は、毎年増加の傾向にあ
り、施設設備や財産を維持していくために
は、緊急性・優先度についての判断や整備
計画の立案が必要である。

1県立学校施設の整備
　県立学校の改修工事や耐震補強工事を実
施し、老朽化した建物の延命や、地震等の
災害から児童・生徒の安全を確保します。
2教育財産の管理
　教育財産の管理と保全に取組み、土地や
建物などの教育財産を維持します。
3建設工事の指導
　県立学校や教育機関が実施する建設工事
について、専門的・技術的指導を行い、工
事を円滑・適正に
遂行します。

魅力ある高等学校の実現に向け、県立高等
学校再編計画の着実な推進を図る必要があ
ります。
また、今後は、成果の検証等が必要と考え
ます。

実施プログラム案の策定に向けて、検討を
進めます。
　成果の検証時期等について、検討を進め
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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

ライフアップセミナーの参加者数 Ｂ

モアライフセミナーの参加者数 Ａ

定期健康診断の受診率 Ｂ

生活習慣病検診の受診率 Ａ

生涯学習情報提供システムへのアクセ
ス数

Ａ

成人一般を対象とする学級・講座への
参加者数

Ｃ

生涯学習ボランティアの登録制度の普
及

―

職員の健康管理のため心と
からだの健康づくりを支援す
るとともに、健康の保持増進
体制の推進や職場環境の改
善に努めます。

職員の日常生活の充実と将
来の経済生活の安定向上を
支援するとともに、生涯生
活設計（ライフプランづく
り）を支援するための研修
事業等の充実にむけては順
調に進んでいるものと考え
ます。ライフアップセミ
ナーについては、15年度ま
では、40歳以上の職員を対
象に行っていたものを、15
年度のアンケート調査を分
析した結果、16年度は対象
者を40歳代に絞り込み、内
容の充実を図ったところで
す。対象人数を大幅に絞り
込んだことにより、参加者
も目標の７割程度になって
しまったが、内容的には多
くの参加者から満足度の高
い感想が寄せられました。
　心とからだの健康づくり
を支援すること及び健康保
持増進体制の推進・職場環
境の改善については、概ね
順調に進んでいます。しか
し、生活習慣病健診の受診
率については、15年度と比
較して率はアップしてきて
いるが、未だ、職員の意識
が大幅に向上したとは言え
ない。

○　厚生事業の推進
　　　長い人生を豊かで幸せに過ごすため
には､その前提となる計画と実行が必要とな
ります。ライフアップセミナーには２８２
人、モアライフセミナーには９４５人が参
加しました。これらのセミナーの実施によ
り、自らの生涯生活設計（ライフプラン）
を見つめ直し、今まで漠然としていたライ
フプランを明確にしていこうという意識を
芽生えさせることができました。その反
面、参加者が予定より少なく、対象者への
通知の段階から更に魅力ある内容にしてい
かなければなりません。
　　　また、職員の健康づくり支援・健康
の保持増進体制の推進や職場環境の改善と
いう点については、職員個々に直接通知す
るなど、日程等の周知を図ることができ、
健康診断の受診率が昨年よりアップしまし
た。

○　厚生事業の推進
　　　ライフアップセミナーの参加者につ
いては、対象者を限定（縮小）したことか
ら参加者数が減少しましたが、モアライフ
セミナーと講座の内容が重複するところも
あり、更に職員や参加者などの意見を取り
入れながら充実させていく必要がありま
す。

県民誰もが，いつでもどこで
も学習することができ，学習
した成果を社会の中で生かす
ことができる社会をつくりま
す。

Ｃ　現状維持

Ｂ　改善 Ｂ　改善生涯学習社会の実現に向け
て概ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。県の取組みについて
は、生涯学習情報提供シス
テムへのアクセス数につい
ては、15年度に比較し、増
加しました。また、週末ふ
れあい推進事業などの実施
により、県の社会教育施設
における日帰り利用者数は
堅調に伸びています。
一方、成人一般を対象とす
る学級･講座への参加者数
については、、引き続き、
改善を図りながら事業展開
をしていく必要がありま
す。

１　生涯学習推進体制の整備・充実
　生涯学習推進体制の整備・充実について
は、生涯学習の総合的な推進を図るため現
状と今後の方向について検討するととも
に、生涯学習フェスティバルの実施、子ど
もの読書活動推進計画の推進、生涯学習情
報提供システムの充実等により生涯学習の
機会の充実を図りました。

２　社会教育の振興と青少年教育の充実
社会教育の振興については、社会教育委員
会議を開催し、社会教育が当面する諸課題
について検討するとともに、社会教育指導
者の養成を行いました。また、青少年教育
を充実するとともに、青少年の奉仕活動・
体験活動を推進し、学校・家庭・地域社会
の連携を図りました。

１　生涯学習推進体制の整備・充実
　生涯学習推進体制の整備・充実について
は、生涯学習に係る総合的な推進を図るた
めの調査・検討をするとともに、引き続
き、生涯学習フェスティバルの実施、子ど
もの読書活動の促進、生涯学習情報提供シ
ステムの充実等により生涯学習の機会の充
実を図る必要があります。

２　社会教育の振興と青少年教育の充実
社会教育を振興するため、社会教育委員会
議を開催し、社会教育が当面する諸課題に
ついて検討するとともに、引き続き、社会
教育指導者の養成を行う必要があります。
また、青少年教育の充実についても、青少
年の奉仕活動・体験活動を推進し、学校・
家庭・地域社会の連携を強化していく必要
があります。なお、青少年教育施設の在り
方については、県民の学習活動を支援する
ものとして検討する必要があります。

１　生涯学習推進体制の整備・充実
　子どもの読書活動推進計画を推進するう
えで、１７年度は公共図書館と学校との連
携強化に重点を置いて取り組みます。ま
た、生涯学習情報提供システムについて
は、ボランティア登録制度を普及させるた
め、市町村との一層の連携強化に重点を置
いて、内容の充実を図っていきます。

２　社会教育の振興と青少年教育の充実
　家庭教育については、これまでの講座や
講習といった形態に加え、ホームページや
メールなどのＩＴを活用した支援策を検討
していきます。また、青少年の奉仕活動・
体験活動の推進については、市町村が行う
「地域子ども教室推進事業」を、引き続き
支援し、地域教育力の向上を図ります。さ
らに、青少年教育施設に着いては、県民の
学習活動の支援施設としての在り方につい
て検討します。

職員の日常生活の充実と将来
の経済生活の安定向上を支援
するとともに、生涯にわた
り、より充実した生活を送る
ためのライフプランづくりを
支援するため研修事業等の充
実に努めます。

生涯学習社会の実現
に向けた取組の推進
（教育振興部生涯学
習課）

教職員の福利厚生の
充実
（企画管理部福利
課）

○　厚生事業の推進
　　　ライフプランづくりの支援について
は、参加者のアンケート結果から、より具
体的な内容のものが求められており、その
求められたニーズにどう応えていけるのか
更に分析をはかっていきます。
　　　また、健康管理と健康づくり支援と
いう中での定期健康診断の受診率の向上に
関しては、より効果的な啓蒙（広報等）活
動を研究し、職員に健康に対しての自覚を
促していきます。

Ｃ　現状維持
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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目的
二次評価
結果
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の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

学力向上パイオニアハイスクール Ａ

小中高連携の特別授業 Ａ

学力状況調査の実施と分析 Ａ

入学者選抜の実施と分析 Ｂ

高等学校訪問 Ａ

学校教育指導の指針の配布 Ａ

高等学校教科研究員（教員）による教
科研究

Ａ

スクールカウンセラー Ａ

食と心の教育推進事業 Ａ

人権教育を積極的に推進し，
人権を尊重する精神のかん養
と実践力の育成を図ります。

人権教育推進協議会 ―

英語教育研究指定地域 Ａ

県立高等学校でパソコンを活用して指
導できる教員

Ａ

学校教育活動全体を通じて心
の教育を推進し、児童生徒の
豊かな心の育成を図ります。
また、児童生徒の人格を尊重
し，個性の伸長を図るととも
に，社会的資質や社会的行動
力を育成し，児童生徒のより
よい発達を目指します。

国際化・情報化に対応できる
児童生徒を育成します。

児童生徒に基礎・基本を確実
に身に付けさせ，自ら学び自
ら考える力を育むとともに，
一人一人の個性が輝く教育を
推進します。

Ｃ　現状維持 Ｂ　改善児童生徒の学力の状況を把
握し，学習意欲等の向上，
個に応じた指導の推進に関
して前進が見られ，学力向
上に役立てることができ
た。
　スクールカウンセラーに
よるカウンセリングやリー
フレットの配布などをつう
じて，児童生徒の豊かな心
の育成を支援した。
　英語教育研究指定地域を
拡大し，千葉県ならではの
特色ある英語教育を推進し
た。

児童生徒の学力の状況を把握し，学習意欲
等の向上，個に応じた指導の推進に関して
前進が見られ，学力向上に役立てることが
でき，学力向上のための学習指導の改善や
生徒指導・進路指導等の諸問題の解決及び
学校経営に関する諸問題を解決しました。
　スクールカウンセラーによるカウンセリ
ングやリーフレットの配布などを通じて，
児童生徒の豊かな心の育成を支援しまし
た。
　英語教育研究指定地域を拡大し，千葉県
ならではの特色ある英語教育を推進いたし
ました。

１　小学校における英語活動等の研究の充
実を図る必要があります。
２　小学校教員の英語指導法等に関する研
修の充実を図る必要があります。
３　特に小・中学校の「小・中・高連携の
特別授業」に対するニーズを把握し、それ
を高等学校に周知することで、登録教員数
を増やす必要がある。
４　特に小・中学校の「小・中・高連携の
特別授業」を増やす必要があります。
５　スクールカウンセラーの資質向上を図
るための研修等の充実を図る必要がありま
す。
６　確かな学力の向上のため、児童生徒の
学力の状況を引き続き調査し、指導方法の
改善を図る必要があります。
７　高等学校訪問を引き続き実施する必要
があります。

１　小学校教員対象の英語指導法等に関す
る研修を実施します。
２　特に小・中学校に対して「小・中・高
連携の特別授業」に対するアンケート調査
を実施し、各教育事務所と連携して、登録
教員数を確保することで、特別授業がより
多く実施できるようにします。
３　総合教育センターの研修等により、資
質の向上をめざします。
４　スクールカウンセラーを小学校・高等
学校の未配置校において,活用可能としてい
きます。
５　児童生徒の「確かな学力」の向上を図
るため、学力状況調査の出題内容を焦点化
した内容とし、課題となる学力を分析しそ
の課題解決に取り組みます。
６　平成１７年度については、高等学校訪
問を55校実施します。

各種研修を充実させ，教職員
の資質・能力の向上を図りま
す。

児童生徒の学力の定着状況を
把握するとともに，指導上の
問題点を明らかにし，指導・
評価方法の改善を図ります。

学校教育の充実
（教育振興部指導
課）
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二次評価
結果

次年度以降
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達成
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障害のある児童生徒への教育
の充実を図るため，体制整備
や指導者養成など支援の在り
方を検討し，方策の実現を目
指します

特別支援教育コーディネーターを置く
小・中・盲・聾・養護学校の割合

Ａ

不登校児童生徒数
（公立小・中学校）

Ａ

１　障害のある児童生徒への支援の推進
○ ノーマライゼーションの進展に対応した
障害児教育の推進事業として、ノーマライ
ゼーション検
討会議を４回開催し、小・中学校における
特別支援教育の在り方、今後の特別支援学
校（仮称）と
しての在り方や学校と教員の専門性の維
持・向上を図る施策づくり、教職員の資質
能力の向上等に
ついて、委員の幅広い意見を得ることがで
き、その結果、「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）の素案が作成で
きました。
　また、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、教員の障害の
ある児童生徒
への気づきの高まりや特別支援教育の必要
性等の理解が深まり、校内の支援体制の充
実が図られま
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
事業として、各
教育事務所に巡回指導職員を配置し、個々
の実態に応じた指導・支援や校内支援体制
づくりのため、
教員に対して指導・助言を行ったことによ
り、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
められた。

２　不登校児童生徒への支援の推進
○ 不登校児童生徒の居場所づくり（菜の花
スクールモデル）事業として、県が船橋
市、浦安市をモ
デル市として指定し、ＮＰＯ等と協働した
新しい居場所づくりに対して助成すること
により、
　　不登校児童生徒への支援が図られまし
た。

１　障害のある児童生徒への支援の推進
　・　ノーマライゼーション検討会議の最
終年度にあたるため、最終報告をどのよう
にまとめ、どう
充実させていくのか計画的に取組む必要が
あります。
　・　特別支援教育コーディネーター研修
にあっては、資質向上プログラムの検討、
指導者研修にあっ
ては、福祉の地域総合コーディネーターと
の連携した研修の在り方についての検討を
する必要があ
ります。
　・　巡回指導職員の配置人数についての
検討や職務を遂行するに足る専門性・資質
のある人材の確保
が課題です。
２　不登校児童生徒への支援の推進
　・　不登校児童生徒が通所することか
ら、保護者、学校等への更なる周知が必要
です。

児童生徒一人一人に
応じた特別支援教育
の推進
（教育振興部特別支
援教育課） 不登校児童生徒に居場所の確

保など支援の場を提供し，不
登校児童生徒の解消を目指し
ます。

・ 児童生徒一人一人に応
じた特別支援教育の推進の
実現に向けた取組みが順調
に進んでいます。この理
由としては、次のとおりで
す。
　①　校内支援体制整備の
周知を図り、特別支援教育
コーディネーターを指名さ
せ、１６年度の養成研修
　　においては、全体の５
０．６％におよぶ養成研修
が達成されたこと。
② ノーマライゼーション
検討会議においては、委員
の幅広い意見を得て「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
成されたこと。
③ 学習障害（ＬＤ）、注
意欠陥多動性障害（ＡＤＨ
Ｄ）、高機能自閉症児等へ
の支援として、巡回指導
職員を各教育事務所に配置
し、個々の実態に応じた指
導・支援や校内支援体制づ
くりのため、教員に
対して指導・助言を行った
ことにより、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
きが高められたこと。
④ 不登校児童生徒の居場
所の確保などの支援の場に
ついて、市町村とＮＰＯ等
が協働して新しい居場
所づくりに取組んでおり、
１６年度は不登校児童生徒
数が減少したこと。
　以上のことから、施策の
実現に向け順調に進んでい
るところです。

Ｂ　改善１　障害のある児童生徒への支援の推進
　・　ノーマライゼーションの検討会議の
最終報告を踏まえ、県教育委員会として各
課題に対し、どう
　　施策化に向けていくのか整理して取組
みます。
　・　教員の気づきと特別支援教育への理
解を深めるため、引き続き、特別支援教育
コーディネーター
　　研修等を実施します。
　・　今後、特別支援教育体制等を推進す
るため、巡回指導職員の増員を図るととも
に、一層効果的な
　　派遣を行い、更なる各小・中学校の支
援体制整備に取組みます。
２　不登校児童生徒への支援の推進
　・　３年間のモデル事業であることか
ら、１７年度も継続して取組みます。

Ｂ　改善
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

学校長及び市町村教委との連携を強化
し教員の不祥事の根絶を目指します。

Ｃ

小学校１･２年生に38人学級編制を導
入します。

Ａ

同一校永年勤続解消率（小中学校） Ｃ

異校種間人事交流者数 Ａ

教員採用選考志願者数(小学校) Ａ

１　児童生徒及び地域・保護者に信頼され
る学校管理運営及び教職員の服務管理
・各種研修会で教員の意識の改善を図ると
ともに、不祥事防止のための新たな方法に
ついて、研究を
進めます。
２　少人数指導や国の基準（４０人学級）
を下回る少人数学級への積極的な取組み
・少人数学級検討会議等の検討結果を踏ま
え、平成１７年度から中学校１年生につい
ても３８人学級
編制ができるようにしました｡今後の少人数
学級の拡充については、引き続き「少人数
学級検討会議」
等において研究・検討します｡
３　県立学校の職員（事務職員は除く）及
び県費負担教職員の採用選考，管理職候補
者選考
・優れた教員を一人でも多く採用できるよ
う、採用選考（1次選考及び2次選考）の内
容等について
見直し、改善を図ります。
・中・高共通枠の設定、特別選考や特例に
合わせた年齢制限については、継続して実
施します。
・志願者の確保に向け、小学校教員の教職
課程を設置している大学を中心とした説明
会を積極的に実施します。

１　児童生徒及び地域・保護者に信頼され
る学校管理運営及び教職員の服務管理
・不祥事の根絶に向け、学校評価や目標申
告制度を実施し、職場風土の改善を図りま
す。
２　少人数指導や国の基準（４０人学級）
を下回る少人数学級への積極的な取組み
　・小学校１・２年生以外の学年への少人
数学級の拡充について取り組む必要があり
ます｡
３　県立学校の職員（事務職員は除く）及
び県費負担教職員の採用選考，管理職候補
者選考
・小学校の採用倍率が3倍以下となるなど、
小学校教員としての資質の確保が危ぶまれ
ていることから、志願者の確保が急務で
す。また、他県等の採用数の増加にともな
い、小学校2次合格者の内、約1割が辞退す
ることも大きな課題となっています。

１　児童生徒及び地域・保護者に信頼され
る学校管理運営及び教職員の服務管理
（１）不祥事の根絶を目指す政策
管理職研修については、予定通り実施し、
適正な服務管理と不祥事防止に向けて、管
理職の意識の向上を図りましたが、不祥事
を減らすことができませんでした。
（２）学校評価の推進
｢学校評価の指針｣を４月に配布したほか、
管理職研修でもその完全実施と内容の充実
について指導しました。また、３月に｢学校
評価の手引｣をまとめ、全公立学校に配布す
る予定になっています。平成１７年度に全
公立学校で内部評価・外部評価を実施し学
校運営の改善を図ることが期待できます。
２　少人数指導や国の基準（４０人学級）
を下回る少人数学級への積極的な取組み
　児童･生徒数の正確な把握により、県下全
小学校の１・２年生について３８人学級編
制が実施できた｡
　（１１５校、１２３学級の増）
３　県立学校の職員（事務職員は除く）及
び県費負担教職員の採用選考，管理職候補
者選考
本年度の教員採用選考については、優れた
教員を確保すること、教員の年齢構成のア
ンバランスを是正すること、障害者の雇用
を促進することなどの観点から、いくつか
の改善を行いました。
　・中･高共通枠での募集
　・教職経験者の特例
　・障害者の特例
　・看護科教諭特別選考の実施
　　　なお、小学校については、2次合格の
倍率が3倍を切る状況であり、資質の確保が
大きな課題と
なっています。

県立学校の教職員
（事務職員を除
く。）及び県費負担
教職員の適正な人
事・服務管理の推進
（教育振興部教職員
課）

少人数学級編制や教職員の人
事管理，服務管理を行うこと
によって，学校教育での基礎
的，基本的な知識や能力を習
得できる環境を整え，また，
一人一人の内発的な学習意欲
が啓発される多様な教育活動
が展開できる環境を整えま
す。

県立学校の教職員（事務職
員を除く。）及び県費負担
教職員の適正な人事・服務
管理の推進を概ね適切に実
施しました｡その理由とし
て、①小学校１･２年生の
全学級で３８人学級編制を
実施し、基礎学力の向上を
目指したきめ細かな指導体
制の充実を図ることができ
たこと、②優れた教員を確
保するため小学校教員免許
状を取得できる大学での説
明会の実施、教職経験者の
特例を設けるなど選考方法
の改善を図ったことにより
「小学校志願者数」が
5.5％増加したことなどが
挙げられます｡一方、教員
の「懲戒処分件数」は２６
件前年と同数となり､教員
の不祥事を減らすことはで
きませんでした｡

Ｂ　改善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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

学校給食週間(1/24～30)における食育
の推進

Ｂ

食育におけるティームティーチングの
推進

―

防犯に関する避難訓練の実施 ―

防犯教室の推進 ―

１２歳児におけるむし歯の本数 Ｂ

１　食に関する事業の充実
　　　今後は、学習ノートの活用を図るた
めに、ノート等を活用した指導事例集を作
成し、食に関する指導の一層の充実に役立
てていきたいと考えます。
２　安全教育の推進
子どもたちの安全（防犯、交通事故等）確
保の推進を図るため、保護者、地域住民、
民間団体，企業と連携を図り、警察の協力
を得ながら、組織・体制づくりを推進して
いきます。
３　健康教育の推進
　　　　引き続き、児童生徒の生活習慣・
健康状況の把握に努め、各種健康教育に関
する研修会を開催し、県下学校での先進的
な取組を紹介していく中で、学校における
健康教育の推進を支援します。

生涯にわたって健康で生き生
きとした生活を送るために，
自ら健康状態を把握・管理
し，また自分の命は自分で守
ることができる児童生徒を育
成します。

児童生徒の健康教育及び安
全教育の推進に向けて概ね
順調に進んでいます。
・ 学校給食週間におい
て、特に食に関する指導の
推進に取り組んでまいりま
したが、概ね順調に進んで
います。その理由として、
従来の取組みに加えて、今
年度は特別献立（千産千消
の推進に係わるもの）を作
成して給食を提供するなか
で、各学校において食に関
する指導の推進を図りまし
た。
・ 各学校での防犯の避難
訓練及び防犯教室の実施に
向け、各種研修・会議等で
防犯教育を取り上げ推進し
てきました。また、防犯教
室の指導者育成にも取り組
んでまいりました。
・ 学校歯科保健研究指定
校における研究成果を学校
保健研修会等の場で発表
し、県下の各学校に学校歯
科保健の日常的に行う活動
として広く啓発してまいり
ました。その結果、１２歳
時におけるむし歯の本数は
減少しています。

１　食に関する事業の充実
　　食に関する指導の推進については、学
校教育全体を通じて取り組むことと、指導
内容を明確にした上で教育課程での位置付
けが必要となってきます。１６年度は食に
関する地区別研究協議会を県下５会場（参
加者１０６２名）で実施し、学校の管理
職・学校栄養職員等に指導の充実の徹底を
お願いしたところですが、まだ十分とは言
えない状況です。
２　安全教育の推進
　　交通安全教育の推進については、１６
年度から県、県警、県教育委員会の共催
で、交通安全モデル事業を推進し、幼稚園
（１）、小学校（２）、中学校（１）、養
護学校（１）で、児童生徒及び教職員の実
技を通した事業を開催してきました。今
後、この事業を推進することでよい成果を
あげます。
　　防犯教育の推進については、防犯教室
講習会を各事務所管内で開催し、５会場で
２６５名の防犯教室の指導者育成に努めて
きました。また、チェックリストを各学校
に配布し、点検を行い、学校の安全管理を
再確認してきました。しかし、まだ十分と
は言えない状況のため、引き続き推進して
まいります。
３　健康教育の推進
健康教育を推進するためには、児童生徒の
健康状況を把握し、個々の健康課題を明確
にし、目標に向け実践を積み上げていくこ
とが重要です。児童生徒の健康状況・健康
課題の把握については、薬物乱用防止教育
研修会（参加者１００７名）、エイズ教育
研修会（参加者７１４名）、学校保健研修
会（参加者６８９名）等を実施し、児童生
徒の健康状況を報告するとともに、県下の
先進的な活動をしている学校の実践発表な
どを通して、学校における具体的実践の支
援をしてまいりました。このことにより、
確実に実践が広がりつつありますが、ま
だ、十分と言えない状況です。

１　食に関する事業の充実
　・食育を推進するための資料として、16
年度に学校の授業や家庭でも活用できる学
習ノート「いきいきちばっ子」を作成し、
小学生に配布したところです。今後は、こ
のノートを有効に活用して、食に関する指
導の充実を図っていく必要があります。
２　安全教育の推進
　・交通安全教育を各学校で実施してお
り、また、交通安全モデル事業をとおして
校種別に、交通規則やマナー、実技指導を
行っています。引き続き積極的に推進し、
交通事故防止に努めていくことが必要で
す。
　・防犯教育推進では、各学校での防犯の
避難訓練及び防犯教室の充実を図るために
も、引き続き推進していくことが必要で
す。
３　健康教育の推進
　・児童生徒の健康状況の把握に一層努
め、心の健康など今日的な健康課題に適切
に対応するため、家庭や地域などとの連携
を図ります。また、健康の保持増進に必要
な知識・能力・態度及び習慣を身につける
学習を一層充実させる必要があります。

Ｃ　現状維持 Ｂ　改善児童生徒の健康教育
及び安全教育の推進
（教育振興部学校保
健課）
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

達成
状況

「千葉の県立博物館」ホームページへ
のアクセス件数

Ｃ

ボランティアも含めたＮＰＯ，民間企
業などとの協働事業数

Ａ

博学連携事業実績数 Ａ

フィールド・ミュージアム参加者数 Ａ

国･県指定及び登録文化財の指定･登録
件数

Ａ

国･県指定文化財の公開割合 Ａ

小中高等学校・社会教育施設における
出土文化財の活用件数

Ｂ

小学校における新体力テスト(8種目計
80点)の平均点

Ｂ

総合型地域スポーツクラブ数 Ｂ

「きらめき総体一人一役活動」による
県内高校生約１７万人の大会運営への
参画

Ａ

１　学校における体育・スポーツの充実
指導者が体力向上について一層理解を深め
て指導にあたるように努めます。また、児
童生徒が健康の保持増進や体力の向上に主
体的に取り組める資質・能力の育成を図る
ように努めます。
２　生涯・競技スポーツの充実
総合型地域スポーツクラブ創設準備中の市
町村を中心に、引き続き訪問事業を実施し
ます。
３　全国高校総体開催準備の推進
大会成功に向けて、一層の準備業務を推進
します。

１　学校における体育・スポーツの充実
体力向上への取り組みに対する指導者の意
識に温度差が見られます。そのため、児童
生徒の体力低下傾向に歯止めがかかりつつ
ありますが、まだ十分な向上が図れており
ません。
２　生涯・競技スポーツの充実
　　総合型地域スポーツクラブの必要性を
未だ認識できていない市町村に、ねばり強
く理解を求める必要があります。
３　全国高校総体開催準備の推進
大会成功に向けて、遺漏のないよう準備業
務を進める必要があります。

いつでも、どこでも、だれで
もが望むスポーツを実践し、
みるスポーツをこころゆくま
で楽しめる社会を構築しま
す。

・児童生徒の体力の向上を
目指し、体育指導の充実を
図っていますが、地域や学
校段階により十分とはいえ
ない状況にあります。
・県内全市町村に１つ以上
の総合型地域スポーツクラ
ブの設立に向けて概ね順調
に進んでいますが、総合型
地域スポーツクラブについ
て未だ理解されていない地
域もあり、温度差が感じら
れます。
・高校総体の開催準備が概
ね順調に進み、大会成功へ
向けて、ほぼ目標を達成し
たと考えられます。

１　学校における体育・スポーツの充実
指導者の研修会等にあっては、内容・方法
に工夫・改善を加え指導の充実を図りまし
た。その結果、児童生徒の運動実践が活発
化し、体力の低下傾向に歯止めがかかりつ
つあります。
２　生涯・競技スポーツの充実
県民のだれもが、いつでも・どこでも・い
つまでもスポーツに親しめる環境つくりは
大切です。その一つとして、県内各市町村
に１つ以上の総合型地域スポーツクラブ創
設を目指し、２６市町村に訪問事業を実施
しました。また、１４市６町に講師を派遣
しました。その結果、創設を前向きに検討
する市町村が増えましたが、まだ十分とは
いえない状況です。
３　全国高校総体開催準備の推進
大会開催に向けた気運の醸成や県民への周
知、総合開会式や競技種目別大会の準備、
選手・監督等の宿舎の確保等、大会開催に
向けた準備が概ね順調に進みました。

・文化財の保護と活用の推
進に向けては，概ね順調に
進んでいます。
この理由として，博物館に
おける学習支援システムの
充実は，①ＮＰＯを含めた
民間との協働事業数，②博
学連携事業数が大幅増加し
ており，③フィールド・
ミュージアム参加者数も増
加しています。
また，④国･県指定及び登
録文化財の指定・登録件数
は順調に増加し，⑤国･県
指定文化財の公開割合は文
化財探検隊の実施により増
加し，⑥小中高等学校・社
会教育施設における出土文
化財の活用件数も増加して
います。
一方「千葉の県立博物館」
ホームページへのアクセス
件数が減となる見込みであ
り，今後，さらに魅力ある
情報を提供するなどの改善
が必要です。

１　文化のネットワークづくり
・　県内博物館ネットワークの再整備の一
環として，房総風土記の丘と房総のむらを
統合し，新たな房総のむらとして効果的・
効率的な管理運営を行うとともに，より魅
力ある施設とするための整備充実を図りま
した。
・　ボランティアも含めたＮＰＯ，民間企
業などとの協働事業は35事業，学校との連
携事業は80事業と大幅に増加しました。
・　フィールド・ミュージアムの事業参加
者数も14パーセント増となっています。
２　文化遺産の継承と活用
・ 国･県指定及び登録文化財の指定・登録
件数は，文化財保護法の改正もあり，国登
録文化財の周知が進み登録件数が増加しま
した。
・ 国･県指定文化財の公開については，文
化財探検隊の実施により，従来非公開の資
料の公開を行うことができ公開割合を高め
ることができました｡
・ 文化財の周知のために，国･県指定文化
財等の紹介普及図書として，「ふさの国の
文化財総覧」・「千葉県文化財･博物館マッ
プ」を刊行し、その普及を図りました｡
・　小中高等学校や社会教育施設で出土文
化財やビデオを使った授業・講座などを
行った結果，児童・生徒等には「見たり，
触れたり，試したり」したことにより，出
土文化財が身近なものとして感じられ，驚
きや感動の声が聞かれました。しかしなが
ら，出土文化財を使った授業は，カリキュ
ラム上4月，5月に集中する傾向が強く，社
会教育施設での年間を通じての活用を図る
ことで更なる拡充の余地があります｡

文化財の保護と活用
（教育振興部文化財
課）

ボランティアも含めたＮＰ
Ｏ，民間企業などとの協働を
進めながら，博物館における
学習支援システムを充実さ
せ，より多くの県民に，自ら
が主体となって活動し，地域
の歴史・文化や自然などに直
接触れ，新たな発見に感動し
ながら知識を深めるための場
を提供します。

Ｂ　改善

本県の自然と歴史の中で生ま
れ，受け継がれてきた文化財
の適正な保存・管理が図られ
るとともに，文化財が心豊か
な生活を営む糧として，県民
に広く知られ親しまれ活用さ
れる環境を整えます。

１　文化のネットワークづくり
　　県内博物館ネットワークの再整備の観
点から統廃合や市町村への移譲及び運営方
法の見直しを引き続き進めるとともに，目
標や使命を明確にした県立博物館の評価制
度を導入する必要があります。博物館への
入館者が平成16年度からの有料化が影響
し，前年度の約60パーセントとなっている
ことから，利用者増に向けて，より親しみ
やすく魅力ある事業展開に取り組む必要も
あります。
２　文化遺産の継承と活用
出土文化財のより一層の利活用を図るた
め，平成15･16年度に土器・石器･写真ﾊﾟﾈ
ﾙ・解説ﾋﾞﾃﾞｵ等の貸出しセットを作成しま
した。今後は，この貸出しセットを十分に
活用する必要があります。

１　文化のネットワークづくり
・　「千葉県行財政システム改革行動計
画」に基づき，県立博物館に調査研究・展
示・研修・情報発信などのセンター機能を
持たせるとともに，地域に密着した市町村
立博物館などとの連携を強化して，新たな
「県内博物館ネットワーク」を整備しま
す。そうした中で，とくに最近の博物館に
は，学校教育や生涯学習の場であるばかり
でなくまちづくりや観光振興の役割も期待
されていることから，県内外の多くの方々
に博物館で学び楽しんでいただけるよう，
今後の博物館を総合的に見直すなかで，地
元と十分に連携しながら研究・検討を進め
ます。県立博物館の効果的・効率的な管理
運営にも心がけ，ＮＰＯなど民間との協働
をさらに進めながら，指定管理者制度や評
価制度の導入も検討します。
２　文化財の継承と活用
・　文化財の保護と活用の推進をするため
に、文化財の周知を図ります｡具体的には，
指定文化財及び埋蔵文化財の地図情報を含
めた文化財情報をインターネット上に公開
し，文化財を一層県民に身近なものにしま
す｡
・　出土文化財の貸出しセットを小中高等
学校等へ積極的に貸出すため，夏期休業期
間を利用して学校
等の教員を対象とした研修会を実施し，利
用促進を図ります｡

Ａ　拡大

Ｂ　改善

Ａ　拡大スポーツの振興
（教育振興部体育
課）
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部名：　　県議会事務局　　

議長・副議長の秘書業務を適
切に行うことにより、議長・
副議長は円滑な議会活動や快
適な執務環境の実現が図られ

秘書業務に対する評価 Ｂ 特になし

接遇業務に対する評価 Ｂ

コピー用紙使用量

公用車の台数

職場研修実施数外部研修参加者数

30日の開示期限を延長した件数

情報提供に転換した件数／複数回開示
件数

研修回数 Ｃ

１　議長・副議長の秘書業務
日程調整、随行等適切な秘書業務に必要な
情報の早期収集、整理、共有化を図ること
により、議長、副議長の活動、執務が円滑
に行われました。
２　議員の接遇業務
執行機関や議会会派の情報を早期収集、整
理等に心がけ、正確で迅速な伝達、連絡調
整を行うことにより、議員の議会活動が円
滑に行われました。

１　議長・副議長の秘書業務
　　秘書業務に必要な情報の早期収集、整
理、共有化を図り、議長・副議長が活動、
執務を遂行しやすいように努めます。
２　議員の接遇業務
執行機関や議会会派の情報を早期収集、整
理等に心がけ、正確で迅速な伝達、連絡調
整を行うことにより、議会活動が円滑に行
われように努めます。

内部管理業務、企画・調整
などを適切に実施しまし
た。その理由として､①コ
ピー用紙使用量は、環境マ
ネジメントシステムの浸透
により達成できたこと､②
公用車については､運転職
員の減に伴い、廃車するこ
となく県の他の機関に保管
換えしたこと､③職場研修
の実施により､事務処理に
要する知識の共有化や繁忙
期の応援体制に役立ったこ
と、④公舎については､老
朽化が著しいことから利用
者の了承を得て廃止したこ
と､④情報公開については､
すべて期限内に開示したこ
とが挙げられます。
　なお、複数回開示案件
は、該当文書がなく､情報
提供に至りませんでした。

１　内部管理業務、企画・調整などについ
て
　　裏面利用紙の利用､パソコンを利用した
資料の共有によるペーパーレス化などを徹
底した結果､コピー用紙使用量の削減ができ
ました。余剰となった公用車については、
廃車することなく他の所属に保管換えを
し、有効利用を図りました。研修関係では､
多くの職員が参加し、事務処理能力の向上
と議員の議会活動に対する迅速な支援に有
効的でした。老朽化の著しい公舎について
は､総合的に検討した結果廃止することとな
り､その結果維持管理等に要していた経費の
削減につながりました。情報公開について
は､すべて期限内に開示しており､開かれた
議会の推進に成果をあげております。

引き続き､事務事業経費の効率的な執行及び
削減に努める一方、議員の議会活動を迅速
に支援できるよう各種研修会に参加し、職
員の資質の向上に努めます。
また、県民により開かれた議会とするた
め、公開可能な情報は積極的に提供して参
ります。

１　事例研究・各種研究会への参加
　　特になし
２　円滑な議事運営
　　議会の問題点・改革点を把握し、先
例・慣例にとらわれない議会のあり方につ
いて検討するとともに、時代に即応した議
会運営に改善していく必要があります。

１　事例研究・各種研究会への参加
　　議会運営上の法解釈をマスターするた
め、今後とも積極的に参加します。
２　円滑な議事運営
職員相互間のコミュニケーションを図り情
報や見解を共有化し、時代に即応した議事
運営を図るため問題点を把握し、課題を設
けて書記会議を定期的に実施し、職員の意
識改革を進めます。

時代に即応した議事
運営
（議事課）

時代に即応した議事運営を行
うため職員の資質の向上を図
ります。

　時代に即応した議事運営
を行うため、職員の意識改
革を図るべき研修を実施し
ました。しかし、本会議前
の書記会議及び協議会等の
課題検討会は実施できまし
たが、月一回予定していた
書記会議が、日程の都合が
つかず実施できませんでし
た。

１　事例研究・各種研究会への参加
　　各種研究会等に積極的に参加し、議会
運営上の法解釈をマスターすることができ
ました。
２　円滑な議事運営
　　書記会議等において議事運営について
協議、検討した結果、議会運営に大きな誤
りはありませんでした。職員の意識改革は
進んでいますが、まだ十分とはいえない状
況です。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応達成

状況
今後の取組方法

内部管理業務、企
画・調整など
（総務課）

検証指標・手段
施策名
（課　名）

議長、副議長の秘書業務及
び議員の接遇業務を概ね適
切に実施しました。

議長・副議長の秘書
業務、議員の接遇業
務
（秘書課）

議員の接遇業務は、関係機関
等の連絡調整などを正確かつ
迅速にするばかりでなく、議
員は活動しやすい環境の実現
が可能となります。

関係部局との連携のもと、局
の目標達成に向け、予算や人
事面で効率的な活用を図りま
す。特に、経費の削減には、
常に事務改善を検討する必要
があることから、職員の意識
改革や資質の向上に努めま
す。

早期に開示決定するととも
に、複数回開示案件を情報提
供に転換することにより、県
民が容易に情報入手できる状
態にします。

Ｃ　現状維持

Ｂ　改善 Ｂ　改善

方向性

Ｃ　現状維持

Ｃ　現状維持

Ｃ　現状維持

資料　４
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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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応達成

状況
今後の取組方法検証指標・手段

施策名
（課　名）

方向性

議員からの依頼により調査を
行うとともに、県及び国の施
策や議会の動きなどの資料を
適時に提供し、議員の調査活
動をサポートします。

議会通信の発行回数 Ｂ

事務局職員の研修を実施する
など職員の資質向上を図り、
議員発議条例など、議員が行
う政策立案等をサポートしま
す。

政策立案補助関係の研修人数及び延べ
日数

Ｃ

利用者数 Ｂ

・議員活動に対するサポー
トの充実を概ね適切に実施
しましたが、一部に課題が
あります。
　　その理由として、①議
会通信を目標どおり発行し
たこと、➁議員から依頼の
あった１０７件の調査を的
確に実施したこと、③政策
立案補助関係の研修には、
目標を上回る人数が参加で
きたことは、一定の成果を
上げることができました。
一方、第１・四半期に実施
予定だった課内担当者研修
会の実施が３月にずれ込ん
だことから、職員の資質向
上には不十分の状況です。

議員活動に対するサ
ポートの充実
（政務調査課）

Ｃ　現状維持 Ｂ　改善１　議員の調査活動への支援
　　議会通信を発行するにあたり、内容の
精査をし充実を図った結果､当初予定とは異
なった発行結果となりました。また、議員
等からの依頼による合計１０７件の調査に
ついても、調査担当職員の増員をし､調査分
野の専門化を図ったことにより、当初の目
的を達成しました。
２　事務局職員の資質の向上
　　議員の政策立案のサポートを行うた
め、担当職員の資質向上をねらいとして政
策法務に関する研修に参加し、一定の成果
をあげましたが、第１四半期に予定してい
た課内研修が年度末にずれ込むなど、担当
班職員全員の資質向上には不十分な状況で
す。

１　議員の調査活動への支援
　　自主的な調査に基づく議員への情報提
供について、議員のニーズに適応した効果
的な手法を検討していく必要があります。
２　事務局職員の資質の向上
　　議員の政策立案のサポートのため、よ
り実践的で専門的な職員の資質向上を図る
必要があります。

１　議員の調査活動への支援
　　他都道府県の自主調査に基づく議員へ
の情報提供の手法等について検討すること
などにより、効果的な情報提供の方法を見
出していきます。
２　事務局職員の資質の向上
政策法務に関する各種研修に積極的に参加
するとともに、その結果を踏まえ課内研修
を実施します。また、他都道府県のサポー
ト事例等をケーススタディして、実践的で
専門的な資質向上を図ります。

議会図書室の利用の
促進
（図書室）

Ｂ　改善 Ｂ　改善議員の調査研究活動を援助す
べく、図書室利用の促進を図
ります。県職員や一般利用者
には支障のない範囲で資料の
利用の便宜を図ります。

１　図書室資料の整備、図書室のレファレ
ンス機能の向上
　　図書室の新規受入図書や受入資料の内
容情報を記載した「新着図書・資料案内」
を各議員あて発行しました。図書室内に備
えつけてある新聞記事切り抜きの有効活用
を図るため、「新聞記事見出し速報」を各
会派控室に配付しました。その結果、議員
の利用人数は増加に転じました。
２　図書室のＰＲ事業の展開
　　県庁内ホームページに図書室の利用案
内、図書室の所蔵資料の紹介などを掲載し
ました。
　　県職員の利用人数は減少傾向にありま
すが、県庁内ホームページへは月平均約６
００件のアクセスがありました。

１　図書室所蔵の情報資料の検索効率の向
上
２　議員の調査研究に必要な県行政資料の
収集を図るためのルールづくり
３　議員、一般県民への議会図書室のＰＲ

１　図書室資料の整備、図書室のレファレ
ンス機能の向上
図書室所蔵資料や「新着図書・資料案
内」、「新聞記事見出し速報」等に掲載さ
れている図書室のコンテンツの検索システ
ムの確立を目指します。また、県行政資料
の円滑な収集を図るための規程類の整備に
ついて研究を行います。
２　図書室のＰＲ事業の展開
県議会ホームページへの図書室の利用案
内、図書室の所蔵資料の紹介などの掲載を
行います。

・議会図書室の利用の促進
に向け、全体としては目標
にとどきませんでしたが、
議員の利用者数は増加しま
した。更なる情報提供の環
境整備とＰＲ事業の展開を
図ります。
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部名：　　選挙管理委員会事務局　　

選挙公報発行部数 Ａ

ポスター掲示場設置数 Ａ

会議開催回数 Ａ

市町村の管理執行の知識の向
上に寄与します

１　有権者への適切な情報の提供
　　適正な選挙権の行使に寄与するため、
引き続き、適切な情報提供に努めます。
２　市区町村の知識の向上
　　適正な選挙の管理執行を確保するた
め、より一層きめ細かい説明や情報交換に
努めます。

選挙の管理執行等を適切に
実施しました。その内容と
して、①参議院議員通常選
挙及び千葉県知事選挙に際
し、必要な数の選挙公報の
発行及びポスター掲示場の
設置を行うことにより、有
権者が適正に選挙権を行使
できるよう適切な情報の提
供を図ったこと、②市区町
村の選挙管理委員会の委員
及び書記等をメンバーとす
る会議（選挙直前に開催す
る会議のほか、実務講習
会、研究会等）を開催する
ことにより、市町村の選挙
管理執行の知識の向上を
図ったことなどが挙げられ
ます。

１　有権者への適切な情報の提供
　　有権者が適正に選挙権を行使できるよ
うにするためには、候補者の氏名、経歴、
政見等を広く周知することが必要です。こ
のため、有権者のいる全世帯分の選挙公報
を作成し、市区町村を通じ配布しました。
また、市区町村が設置するポスター掲示場
についても、必要な数が設置されました。
２　市区町村の知識の向上
　　公正かつ適正な選挙の管理執行を確保
するには、選挙管理委員会の委員及び書記
等の知識の向上に継続的に取り組む必要が
あります。特に、市区町村の選挙管理委員
会は、全ての公職の選挙における投票・開
票など、重要な事務を担っていることか
ら、制度に精通することが必要です。そこ
で、選挙直前に会議の開催や文書通知によ
り制度の周知を図るとともに、平常時にお
いても、実務講習会や選挙事務研究会を開
催し、きめ細かい説明や意見交換を行いま
した。

１　有権者への適切な情報の提供
　　選挙公報については、新聞折込による
配布を行う市町村が増えてきていますが、
新聞未購読世帯への配布の補完措置を十分
行うなど、配布漏れのないようにする必要
があります。
２　市区町村の知識の向上
　　法令改正に対応するため、継続的に知
識の向上を図る必要があります。また、平
成17年度中に多くの市町村で合併が予定さ
れていることから、これに対応し的確に助
言等を行う必要があります。

方向性

達成
状況

今後の取組方法

選挙の管理執行等 有権者が適正に候補者を選挙
する権利を行使できるように
します

Ｂ　開園

検証指標・手段
施策名
（課　名）

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応
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部名：　　監査委員事務局　　

定期監査、財政的援助団体等監査等の
実施機関数

Ａ

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法検証指標・手段
施策名
（課　名）

平成１６年度監査計
画の実施

近年、県行政全般にわたっ
て、　　県民の関心が高く
なっており、監査の役割が
益々重視されています。そこ
で監査の実施にあたっては、
県行政全般の動向を注視し、
事務事業が最少の経費で最大
の効果を挙げているか、組織
及び運営の合理化に努めてい
るかに着目し実施します。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持・監査については、これまでの監査技法に
検討を加えながら機能強化に努め、分かり
易く幅広い情報提供に取り組んでいきま
す。

平成16年度監査計画の実施
については、達成に向けて
適切に実施しています。本
計画は、２か年計画により
年度内においては目標値の
約70％の実施状況となって
いますが、次年度の上半期
において、平成１６年度決
算状況を踏まえた本庁の各
課・局・室と一部の出先機
関の監査を実施します。
　この監査の実施によっ
て、所期の目的である事務
事業が法令等に沿って適正
な執行が保たれたことや、
執行に対する経済性、効率
性及び有効性を見据えた監
査指導ができたと考えてい
ます。
また、一方では、監査結果
を千葉県報による公表及び
インタ－ネットを活用した
千葉県ホ－ムペ－ジからの
情報提供により、県民に対
する行政活動の理解と、行
政の説明責任に対する一端
を担うことなどができたと
考えています。

・ 本計画の実施については、計画期間中で
あり目標値の約７０％を実施したところで
あります。この
監査実施機関については、社会経済情勢や
県行政全般の動向を注視しつつ、監査を的
確に実施したことにより、財務会計事務等
の適正化を図るとともに、その結果を千葉
県報等による公表によって情報提供を行
い、県民の理解と信頼が得られることに努
めました。

・監査については、行政の極めて広範な施
策に関わる事務事業等を合法性、正確性及
び経済性等に注視し検証・公表を行ってい
ますが、さらに監査技法の変化に取り組み
ながら公表していく必要があります。
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部名：　　人事委員会事務局　　

職員採用試験（上級・中級・
初級・資格免許職・警察官）
の実施により、有為な人材の
確保を図ります。

試験を、適正かつ公平に実施します。 Ａ

試験を、適正かつ公平に実施します。 Ａ

16年度内に、15年度末までに審理終了
した事案及び審査継続の必要がなく
なったことが確定した事案計6件につ
いて処理します。

Ａ

公平審査の当事者に向けての審査手続
の案内・手引を見直し修正作成を検討
し　ます。

Ａ

勧告における給与改定率の職員給与と
民間給与の較差に対する割合

Ａ

１　職員採用試験（上級・中級・初級・資
格免許職・警察官）の実施
試験を適正かつ公平に実施し、有為な人材
の確保を図りました。
２　職員採用選考（身体障害者・特別捜査
官等）の実施
試験を適正かつ公平に実施し、有為な人材
の確保を図りました。

警察官採用試験については、平成17年度か
ら２次試験を得点化して受験者に開示する
予定です。

引き続き、各任命権者と協議の上、採用計画

厳しい経済情勢を反映して
１４年度、１５年度と２年
続けて、職員の給与水準の
引下げを求める勧告を行い
ましたが、民間企業等の調
査の結果、１６年度におい
ては経済情勢に回復の傾向
が見られ、職員給与と民間
給与とはほぼ均衡していた
ことから、給与改定は必要
ありませんでした。

県内２１０事業所を対象として職種別民間
給与実態調査を実施し、民間給与の実態を
把握しました。
　結果として、給与改定の勧告は行いませ
んでしたが、民間企業における給与制度の
実態や国における
給与制度見直しの動向を把握した結果に基
づいて、本県の給与制度の在り方に関し
て、今後検討が必要
な課題について報告しました。

・教員の給与制度については、手当の見直
し等を行う団体が出てきていることから、
他団体の動向を把
握しながら、引き続き検討を行う必要があ
り、また、検討の結果に応じて勧告・報告
を行う必要があ
ります。
・調整手当については、国において、俸給
表の水準引下げ及び調整手当に替わる地域
手当の支給を内容
とする見直し案が示されていることから、
国における検討状況を把握しながら、調整
手当を含めた職
員給与の在り方について検討を行う必要が
あり、また、検討の結果に応じて勧告・報
告を行う必要が
あります。
・職務や能力・実績に応じた給与制度の導
入については、国において、俸給表構造の
見直し及び勤務実
績の給与への反映を内容とする見直し案が
示されていることから、国における検討状
況を把握しなが
ら、引き続き検討を行う必要があり、ま
た、検討の結果に応じて勧告・報告を行う
必要があります。

・教員の給与制度について、引き続き、教
育委員会や他県の人事委員会と情報交換を
行うとともに、調
査・研究を行います。
・調整手当を含めた職員給与の在り方につ
いて、引き続き、国における検討状況を把
握するとともに、
県内民間給与の実態の分析等調査・研究を
行います。
・職務・職責や実績に応じた給与制度の導
入について、引き続き、国における検討状
況を把握するとと
もに、調査・研究を行います。

平成15年度作成の事前事務
手続・相談・受付マニュア
ルの活用により、事前手続
が迅速かつ円滑に行われる
ようになり、16年度中に目
標の6件を含めて8件の事案
を終結させました。さらに
審査事務の的確迅速な処理
を図る目的で、審査途中の
事務手続についても審査請
求人が審査の制度及び事務
手続の正しい理解と認識を
得るための審査請求の手引
を作成しました。今後と
も、事前事務手続・相談・
受付マニュアル及び審査請
求の手引を活用して、的確
迅速な公平審査事務の処理
に努めてまいりたい。

平成17年3月に審査請求の手引を作成しまし
た。
これにより、以降、審査請求人に手続等へ
の正しい理解を深めさせることが容易とな
り、的確迅速な事務処理に資することがで
きるようになりました。

これまでに作成した、審査請求マニュアル
と当事者向け審査請求の手引を併せて活用
しながら、審査請求人の手続等への理解を
深めるなどにより、公平審査事務等を的確
迅速に行うこととします。

検証指標・手段
施策名
（課　名）

引き続き公平審査事務の的確迅速な処理を
行っていく必要があります。

公平審査事務等をより的確迅
速に　行うことで、より一層
の職員の権利保護を図るとと
もに、公務能率の増進に努め
ます。

・ 職員採用試験（上級・
中級・初級・資格免許職・
警察官）の実施により、有
為な人材の確保を図りまし
た。
・ 職員採用選考（身体障
害者・特別捜査官等）の実
施により、有為な人材の確
保を図りました。

公平審査の的確迅速
な処理
（給与課）

達成
状況

職員採用に係る競争
試験及び選考考査の
実施
（任用課）

職員採用選考（身体障害者・
特別捜査官等）の実施によ
り、有為な人材の確保を図り
ます。

職員の給与等につい
ての報告及び勧告
（給与課）

地方公務員法の定めるところ
により、職員の給与につい
て、民間企業従業員及び国や
他の地方公共団体の職員の給
与と均衡し、社会一般の情勢
に適応したものとします。

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

今後の取組方法

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持
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部名：　　労働委員会事務局　　

処理日数
（集団的労使紛争）

Ｃ

処理日数
（個別的労使紛争）

Ａ

申立後、命令書交付又は和解終結まで
の平均処理日数

Ａ

労働組合の資格審査日数
（法人登記、委員推薦）

Ａ

・審査の簡易・迅速化と実効性の確保
　　不当労働行為事件は年々複雑化してい
ますが、労働組合法改正により新たに設定
した「審査の期間の目標」の下で、より計
画的に審査事務を行います。また、労働組
合法改正により新たに定められた審査に係
る諸手続を円滑に遂行します。

労働委員会におけるあっせん
の手法により労使紛争が、円
満かつ早期に解決されます。

　労使紛争の早期解決に向
けて、概ね適切に実施しま
したが、集団的労使紛争の
平均処理日数については、
当事者の都合による開催日
の延期や、あっせん開催が
２回に及んだ事件があった
ことなどから、基準年に比
較し短縮が図られたもの
の、目標達成には至りませ
んでした｡
　なお、個別的労使紛争に
ついては、早期の被申請者
に対する事前調査やあっせ
ん応諾回答に努めた結果、
平均処理日数は31.3日であ
り目標を達成しました｡

１　集団的労使紛争の円滑な処理
　　16年度の取扱件数は8件で、そのうち7
件が終結し、1件が次年度へ繰越となりまし
た。目標期間内での処理が完結したものは3
件でした。
２　個別的労使紛争の円滑な処理
　　16年度の取扱件数は、前年度からの繰
越1件を含め４件で、すべて年度内に終結し
ました。目標期間内での処理が完結したも
のは3件でした。
３　広報の充実
労働委員会の制度や業務内容を広く県民に
周知する為、県内事業所、労働組合及び関
係機関を対象に雇用労働課が発行している
「労政ちば」に労働委員会の業務の概要等
を毎月掲載するほか、労働委員会広報用
リーフレットを作成し県内関係機関に配付
するなどの広報に努めました。
４　内部管理事務
労使紛争の早期解決のため、所要の予算を
確保し適切に執行することにより、円滑な
業務運営が図られました｡

・労使紛争の円滑な処理
　あっせん期日の早期設定の為、日程調整
の更なる円滑化に努める必要があります。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

不当労働行為審査事
務の簡易・迅速化と
実効性の確保
（審査課）

検証指標・手段
施策名
（課　名）

労使紛争の早期解決
（調整課）

労働組合からの不当労働行為
救済申立てについて、簡易・
迅速に審査し、救済命令など
により、正常な労使関係の回
復が図られます。

不当労働行為審査事務の簡
易・迅速化と実効性の確保
に向けて概ね順調に進んで
います。その理由として、
①16年度に終結した不当労
働行為事件については、過
去の同種の事件を参考に争
点・証拠の整理を効率的に
行うことにより審査を進
め、更に和解による紛争解
決を勧めるなどして短期間
に処理することができたこ
と、②労働委員会委員の改
選に伴う労働者委員推薦に
係る労働組合の資格審査に
ついても、迅速に処理する
ことができたことなどが挙
げられます。一方、15年度
以前に申立てを受けた不当
労働行為事件で未だ終結に
至っていないものがあるな
ど、審査手続の処理日数と
いう観点からは不当労働行
為審査事務の迅速化は不十
分な状況です。
　なお、不当労働行為救済
申立ての内容は事件により
様々であり、複雑な事件の
ため調査、審問を何度も開
催すること、和解による紛
争解決を目指して何度も和
解期日を設定すること、同
一事件で追加申立てが行わ
れることなど、様々な要因
で解決までに長期間を要す
る場合もあります。

１　審査の簡易・迅速化と実効性の確保
　　16年度は前年度からの継続6件を含め不
当労働行為救済申立て9件の審査を行い、5
件が終結し、4件が継続となりました。目標
期間内での処理が完結したものは5件でし
た。
２　資格審査の簡易・迅速な処理
　　16年度は組合資格12件の審査を行い、
いずれも目標期間内に処理が完結しまし
た。

・審査の簡易・迅速化と実効性の確保
　　不当労働行為事件審査の迅速化及び的
確化を推進するため労働組合法が改正さ
れ、その一つとして、計画的な審査を行う
ため、審問開始前に争点・証拠や審問回数
等を記載した審査計画書を作成することと
なりました。今後、新たに申立てを受けた
不当労働行為事件については、審査の計画
を作成し、計画に沿った審査の進行に努め
る必要があります。

Ｂ　改善 Ｂ　改善

達成
状況

今後の取組方法

・労使紛争の円滑な処理
引き続き、申請書受付後の事前調査の早期
実施と被申請者の早期のあっせん応諾回答
の促進に努めるとともに、あっせん期日の
早期設定のため日程調整の円滑化に努めま
す。さらに、１度のあっせんで解決が図ら
れるよう、労使紛争の概要の的確な把握、
争点の明確化に努め、あっせん当日のあっ
せん員による作業の円滑化を図ります。
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部名：　　海区漁業調整委員会事務局　　

漁業調整委員会において議
案の的確かつ円滑な審議が
できるよう努めました。

漁業調整機構としての機能を果しました。 該当なし。 法令に従い、適切に委員会運営を行いま
す。

Ｃ　現状維持 Ｃ　現状維持漁業調整委員会における議案の的確か
つ円滑な審議

Ａ

検証指標・手段
施策名
（課　名）

漁業調整委員会の円
滑かつ的確な運営

漁業秩序の維持、漁業資源の
効率的・永続的な利用

平　成　１　６　年　度　施　策　　課　所　掌　の　基　本　施　策　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目的
二次評価
結果

次年度以降
の対応

方向性

達成
状況

今後の取組方法
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