
「地域再生計画」認定申請状況 ―
国の支援措置獲得のため
認定申請を行います
（１６年度）

「地域再生計画」に記載された目標
の達成状況

―

「地域再生計画」に記載
された目標が達成される
よう支援します
（１６年度）

その他部局横断的な施策の調整を図ります。

地域における総合行政の推進、東京
湾危機管理対策、バイオマス等部局
横断的な施策が円滑に進むよう総合
調整を的確に実施します。

的確な総合調整に努めて
います

的確な総合調整に努めま
す
（１６年度）

達成状況
（年月）

部局横断的施策の調整

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

　総合企画部は、徹底した情報公開と県民参加のもとで、県政の基本理念である「千葉からの『変革と創造』」の実現に向けて、中長期的な県政の基本方針である「あすのち
ばを拓く１０のちから～千葉主権の確立～」に沿って、県民が求める施策をアクションプランを中心に総合的・融合的に展開できるよう効果的な調整を行います。また、施策
の目標や成果を分かりやすく県民に提示するために、施策展開の中に政策評価を取り入れ、戦略的な県政運営を目指します。

目標
（目標年）

　新たな政策課題や県民のニーズ、地域の視
点に対応した部局横断的な施策を立案し、各
部局と連携しながら推進します。

政策調整室

各部局庁と連携しながら、「地域再生」のた
めの提案・要望の募集への対応、「地域再生
計画」の作成及び申請を行うとともに、「地
域再生計画」の実行ついて、総合的な調整を
行います。

県の施策推進上の必要に
応じて国に提案します
（１６年度）

５つの戦略プロジェクト
を各部局と連携しながら
強力に推進し、各戦略プ
ロジェクトに掲げる全て
の指標を達成することを
目指します
（１６年度）

５つの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、実現を図ります。

５つの戦略プロジェクトに掲げる施
策推進の指標の達成状況

―

７分野１９項目について
提案・要望を実施

三番瀬は、アサリ、カニ、カレイ、ノリな
ど多様な生物を育み、水質浄化の機能を果た
し、江戸前の豊かな漁場としての古い歴史を
持ち、水鳥類の中継地として重要な位置を占
めるなど、千葉県にとって貴重な東京湾に残
された干潟･浅海域です｡
また、人々の考え方も、開発と保全の対立

の構図から自然との共生の実現を目指すもの
に変化し、特に海岸や干潟、そして湿地など
はそこに育まれる生物とともに貴重な生態系
であり、地球規模での保全が求められていま
す｡
このような中で、徹底した住民参加と情報

公開により行う政策提言型の「千葉モデル」
方式による検討を進め、三番瀬の自然環境の
保全と地域住民が親しめる海の再生を目指す
新たな計画の策定を目指すこととしています｡

三番瀬の自然環境の再生

「地域再生」に関する提案・要望の
状況

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

千葉県三番瀬再生計画の策定 ―

住民参加による三番瀬の再生の推進
（千葉モデルの推進）

地元住民、漁業関係者、
環境保護団体、県民、学
識経験者、国、県、地元
市等より構成される三番
瀬円卓会議等を公開で数
多く開催し、精力的に三
番瀬再生計画の策定につ
いて検討を行いました｡
（１５年）

順応的な管理による三番瀬の再生

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

部名：　　総　合　企　画　部

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

徹底した住民参加と情報
公開により、（仮称）三
番瀬再生計画の策定や三
番瀬自然再生推進事業な
どを行い、三番瀬の再生
を進めます｡（１６年度）



達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

知事室

　知事、副知事の秘書業務を担う組織とし
て、日程を決め、資料を調整して行動をサ
ポートすることを第一に、庁外庁内の来客対
応、苦情相談、さらには知事の政策調整につ
いてもサポートをします。

知事、副知事の円滑な公務の遂行
知事、副知事の秘書業務を迅速かつ
的確に行うこと

秘書業務の迅速かつ的確
な遂行に努めています。

秘書業務を迅速かつ的確
に遂行します。

知事、副知事の秘書業務

効果的な広報・広聴の推進
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公聴活動の充実を
図ります。

報道監

　情報公開と県民参加の徹底を図り、ひかれ
た県政を推進するため、広報広聴活動の充実
に努めます。
　特に、県民と県が県政情報を共有すること
により、県政への提案意見等が活発に行われ､
県民の県政への参加が促進されるよう「政策
広報・広聴」の展開を図ります。

広報番組「躍動ちば２１」の視聴率

千葉県ホームページへのアクセス件
数

広報紙「ちば県民だより」を「よく
読む」人の割合

「ちばづくり県民コメント制度」に
よる県民意見の聴取

27.5%
（平成15年度）

2.6%
（平成15年度）

183万件／月
（平成14年度）

30.0%
（平成17年度）

3.0%
（平成17年度）

380万件／月
（平成17年度）

県政への県民参加を促進
するため、制度の積極的
な運用を図ります。

平成16年2月1日施行



達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

「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した戦
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・重点的施策を推進できるよ
う、アクションプランを中心とした県政運営
に係る総合的な調整を行うとともに、県民に
施策の目的や成果を分かりやすく提示すると
同時に戦略的な県政運営を担う新たな評価制
度の定着を目指します。また、本県のもつ優
位性や地域の特性を活かしながら国際化施策
を推進することにより、「ゆるぎない世界の
中の千葉の創造」の実現を図ります。

総合計画課

政策評価制度を適切かつ円滑に推進
すること

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・重点的施策の推進

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

アクションプランの各施策に掲げる
目標の達成状況

―

アクションプランの各施
策の効果的・効率的推進
に向け調整を図ることに
より、アクションプラン
の各施策に掲げる全ての
目標を達成することを目
指します。（16年度）

大規模公共事業等事前評価制度を適
切かつ円滑に推進すること

試験研究評価制度を適切かつ円滑に
推進すること

政策評価制度を改善し、
アクションプラン及び各
課の基本政策を評価する
こととしました。
（１５年度）

アクションプランの各施
策及び各課の基本施策を
適切に評価し、それらの
改善を図るとともに、評
価結果を予算編成やアク
ションプランに反映させ
ることにより、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
率的な県政運営の実現を
目指します。（16年度）

大規模公共事業等事前評
価制度を本格導入すると
ともに、道路改築事業
（銚子連絡道二期）につ
いて対応方針を決定しま
した。
（１５年度）

県財政に与える影響が大
きく県民の関心も高い大
規模な公共事業等につい
て、事前に事業着手の妥
当性を検証し、県民や千
葉県大規模公共事業等事
前評価委員会の意見を聴
きつつ適切に対応方針を
決定することにより、意
思形成過程の透明化を図
り、県民への説明責任を
果たすことを目指しま
す。（16年度）

試験研究評価制度を導入
しました。
（１５年度）

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。

土地利用基本計画の変更、土地利用
動向調査、土地利用現況把握調査、
土地所有・利用実態調査を的確に実
施すること

土地利用基本計画の変更
や各調査の的確な実施に
努めています。
（１５年度）

土地利用基本計画の変更
や各調査を的確に実施し
ます。
（１６年度）

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
により、県政の戦略的・重点的施策を推進し
ます。

八都県市首脳会議、全国知事会等の
提言等に基づく国等への要望及び意
見表明を的確に実施すること

国の施策・予算に対する提案・要望
を的確に実施すること

試験研究機関全般（研究
活動、研究体制、業務、
運営、施設整備等）及び
試験研究機関における重
点的な研究課題の内部評
価を実施するとともに、
千葉県試験研究機関評価
委員会による外部評価を
今後の運営改善等に適切
に反映することによっ
て、試験研究機関が県民
生活に貢献し、産業振興
により一層資するととも
に、研究活動を充実･強化
し、効率的･効果的な試験
研究を推進することを目
指します。（16年度）

的確な国等への働きかけ
に努めています。
（１５年度）

国の動きや県政の重点的
施策に即応した働きかけ
を実施します。
（16年度）

的確な国の施策・予算に
対する提案・要望に努め
ています。
（１５年度）

国の動きや県政の重点的
施策に即応した提案・要
望を実施します。
（16年度）



達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

外国人の住みやすい地域づくりを推
進するため、NPO等によるモデル事業
を実施すること

なし
（１５年度）

モデル事業の実施
２件

（１６年度）

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、講習会を開催すること

なし
（１５年度）

講習会の出席者数
１００人

（１６年度）

県民主役の国際協力を推進するた
め、NPO等によるモデル事業を実施す
ること

なし
（１５年度）

モデル事業の実施
２件

（１６年度）

相手国の経済発展に貢献する人材を
育成するため、海外技術研修員を継
続して受入れること

海外技術研修員の受入人数
６人

(１５年度)

海外技術研修員の受入人数
７人

（１６年度）

草の根レベルの国際交流を推進する
ため、民間国際交流団体数の増加を
図ること

民間国際交流団体数
１４２団体
(１５年度)

民間国際交流団体数
１８０団体
（２０年度）

外国人のための情報発信として外国
語版ニューズレターを配信し、その
対象件数の増加を図ること

なし
（１５年度）

外国語版ニューズレター
の配信数　５００件
（１６年度）

防衛施設周辺地域に係る連絡調整等を円滑に
行うとともに、非核・平和事業の実施や各種
団体との連携協力関係を強化することによ
り、国際化を推進するための基盤を確立しま
す。また、旅券発給を円滑に行います。

各種団体と連携協力することによ
り、国際化を推進するための基盤を
確立すること

的確な連携協力関係の強
化に努めています。
（１５年度）

各種団体との連携協力関
係を一層強化します。
（１６年度）

総合計画課

　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・重点的施策を推進できるよ
う、県政運営に係る総合的な調整を行うとと
もに、県民に施策の目的や成果を分かりやす
く提示すると同時に戦略的な県政運営を担う
新たな評価制度の構築を目指します。また、
本県のもつ優位性や地域の特性を活かしなが
ら国際化施策を推進することにより、「ゆる
ぎない世界の中の千葉の創造」の実現を図り
ます。

ゆるぎない世界の中の千葉
の創造の実現

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。

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・重点的施策の推進

県民ニーズや社会情勢の
変化に対応した予算配
分、組織管理及び適材適
所の人事管理に努めてい
ます。
（１５年度）

県民ニーズや社会情勢の
変化に対応した予算配
分、組織管理及び適材適
所の人事管理を行いま
す。
（１６年度）

全庁的な総合調整と県政
の一体性の確保に資する
会議運営に努めていま
す。
（１５年度）

全庁的な総合調整と県政
の一体性の確保に資する
よう会議を運営します。
（１６年度）

関係者に対して的確な総
合調整に努めています。
（１５年度）

業務核都市等整備の推
進、各種施策の調査の推
進、大学と地域の連携の
推進、愛知万博の催事の
効果的な開催に寄与する
総合調整を実施します。
（１６年度）

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。

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

庁議及び部課長会議を的確に運営す
ること

県民ニーズや社会情勢の変化に的確に対応し
た戦略的・重点的施策を推進するために、関
係者に対して総合的な調整を行います。

業務核都市等整備、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・運営に係る総合調整を
的確に実施すること



達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

国の委託統計調査及び県単独統計調査を定め
られた期日までに正確かつ確実に行います。

国の委託調査２０調査と県単独調査
６調査を正確かつ確実に行います。

左記統計調査を確実に執
行（100％）

左記統計調査を確実に執
行（100％）

統計課で提供している統計データ数
の増加と早期更新に努めます。

統計データ
11,638ファイル
（１５年度）

統計データ
13,000ファイル
（１６年度）

県庁各課で提供している統計データ
の集約化のため、関係各課と連携・
調整を図ります。

１０課２８項目
（１５年度）

３２課７５項目
（１６年度）

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早期
完成の推進

進捗率３９％
（１５年度）

進捗率100％
（２３年度）

工業用水の一部を水道用水に転用
工業用水の一部
1.7㎥／ｓ
（１５年度）

水道用水に転用
1.7㎥／ｓ
（１７年度）

経営及び施設管理等に係る現地指
導・調査

知事所管の
２水道事業体
（１５年度）

知事所管の全水道事業体
（34事業体）
（１８年度までに）

今後の県内水道のあり方に関する方
針策定

市町村等との検討会　６
回

（１５年度）

地域毎の市町村等との検
討会

（１６年度）

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
2,180ｍ暫定平行滑走路

（１５年度）
2,500ｍ平行滑走路の完成

成田国際空港周辺地域について、「成田空港
周辺地域整備計画」「成田空港周辺地域振興
計画」等に基づき、振興を図ります。

成田空港周辺地域整備計画
全４３事業分野

３４事業分野
（１５年度）

４３事業分野
（２０年度）

成田空港周辺地域振興計画
全５７１事業

１９８事業
（１５年度）

５７１事業
（２２年度）

住宅防音工事事業補助
８８８戸

(15年度見込）
１，３７６戸

羽田空港の再拡張事業における、首都圏での
航空機騒音の共有と納得のいく分担を実現さ
せます。

平成16年2月9日に公表された羽田空
港再拡張後の飛行ルート案に対し、
県内の航空機騒音を軽減します。

国が公表した再拡張後の
飛行ルート案に対して航
空機騒音の軽減に向けて
飛行ルートの変更等の８
項目について関係１４市
と国に要求しました。
（１５年度）

国は再拡張によるＤ滑走
路の供用開始を2009年と
しています。
（２１年度）

本県は、地理的・地形的に水資源に恵まれな
いため、都市用水の約３分の２を利根川水系
に依存しており、その内１３％は暫定水利権
による不安定な取水となっています。このた
め、適正な水需給見通しに基づいて、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。

統計課

　統計課は、統計法などの関係法令に基づく
国の指定統計調査に係る実施機関の要として
その役割を担うとともに、県単独調査の円滑
かつ正確な調査を実施し、行政施策の立案等
の基礎資料を作成・提供します。
　また、統計は、利用者にとって利用しやす
いものでなくてはならず、多様な利用者の多
様な利用形態に応えられるようなデータの充
実と利用しやすい統計の提供を行っていきま
す。

水政課

　水は、県民の健康で文化的な生活の営みと
確実な事業活動を行うために欠くことのでき
ないライフラインです。
　水政課は、県民へ限りある貴重な資源であ
る水が安定的に供給されるよう、水源の適切
な確保と効率的な水運用に努めるとともに、
県内の水道事業体が激しい経営環境や市町村
合併の動きの中で、効率的な事業運営と安全
な水を供給できるよう指導・助言します。

空港地域振興課

我が国の国際拠点空港である成田国際空港の
機能拡充と、空港が周辺地域と共存共栄して
いくための環境対策、共生策を関係機関と連
携しながら進めます。また、本県における空
港政策を立案し、国の空港政策との調整を図
ります。

また、航空機騒音から住民の生活環境を保全
するため、住民の防音工事等を推進します。

羽田空港再拡張事業への対
応

成田国際空港周辺地域の振
興及び騒音対策

成田国際空港の整備促進

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充実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。

水道は、県民生活に欠くことの出来ないライ
フラインです。このため、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を供給できるよう、経
営健全化や水道施設管理について指導・助言
します。また、県内水道については、事業体
の水道料金や市町村財政負担の大きな格差が
生じており、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
題があることから、今後の県内水道のあり方
について、市町村等と十分協議・検討しなが
ら、方針を策定します。

安定した水源の確保と県民
への安全な水の供給

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



達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

鉄道の利用が促進され、県内外との交流・連
携が活発になります。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
の向上及び良質な住宅地の供給に寄与しま
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
強化につながります。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つながります。

県内鉄道の営業キロ
８５２．６km
(１４年度）

８６６．１km
(1７年）

８８５．２km
(２２年度）

県内鉄道会社の営業係数
71

(１４年度）
現況より向上します

県内鉄道の１日平均乗車人員
216,690人
(１４年度)

現況を維持します

地域における乗合バス路線数
１６３４系統
(１４年度）

現況を維持します

高速バスの路線数
１４９系統
（１５年度）

現況より増加します

主要駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ設置割合
54.2%

（１５年）
100%

（２２年）

乗合バス車両における低床化車両の
割合

19.4%
（１４年）

100%
（２７年）

市町村男女共同参画計画策定率
３０％

(１６年３月)
４０％

(１７年度)

「ちば女性チャレンジプラン(仮
称)」の策定

―
策定

（１６年度）

ＤＶ被害者一人ひとりが、どこでも、安全で
平穏な生活をおくることができるよう必要な
支援を行うとともに、全県的なＤＶ相談支援
体制の整備を促進します。

地域配偶者暴力相談支援センターの
整備

―
１４箇所
(１６年度)

男女共同参画社会の実現

公共交通機関のバリアフリー化により、誰も
が安心して安全に移動し、平等に社会参加で
きます。

公共交通機関のバリアフ
リー化の推進

男女共同参画課

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

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

バスの利用が促進され、県内外との交流・連
携が活発になります。さらに公共交通機関の
利便性、快適性が向上し、住民の日常生活を
支えます。また、交通渋滞の緩和や環境負荷
の軽減につながります。

バス路線の維持確保及び利
便性の向上

鉄道の利用が促進され、県内外との交流・連
携が活発になります。さらに公共交通機関の
利便性、快適性が向上し、住民の日常生活を
支えます。また、交通渋滞の緩和や環境負荷
の軽減につながるとともに、鉄道自体が観光
資源として、地域づくりに貢献します。

既存鉄道の維持及び利便性
の向上

鉄道新線の整備促進

意欲と能力のある女性が様々な分野で挑戦
し、活躍できるよう、関係部局との連携のも
と、今後の支援策について検討を行い、県に
おける総合的な支援体制の構築を目指しま
す。また、市町村、民間団体、事業者への情
報提供等による支援を行うとともに、連携強
化を図り、地域の推進体制整備を促進しま
す。



運営の適正化に努めて
います。

運営の適正化に努めま
す。

（15年） （18年）

職員の健康の維持
健康診断事業の実施に
努めています。

健康診断事業の実施に
努めます。

（15年） （18年）

管理戸数の適正化に努
めています。

管理戸数の適正化に努
めます。

（15年） （18年）

　職員の心身の健康の保持・増進を図る
とともに職員とその家族の福利厚生事業
を行います。

職員課

施　策　名

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。

千葉県行財政システム改革行動計
画の推進

本庁部長級以下各課副
課長・主幹級以上の職
員（約920人）を対象に
目標チャレンジプログ
ラムの試行実施（15年
度）

目標チャレンジプログ
ラムの対象を全職員に
拡大（17年度）

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

内部管理事務を本庁各
部ごとに集中処理化
（15年度）

千葉県行財政システム改革行動計
画の推進

現状
（基準年）

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

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

社会経済情勢等の変化
に即応した給与制度の
見直しや人的資源の重
点的配置等に努めてい
ます。（15年度）

共済宿泊施設の運営の効率化

職員の福利厚生の展開

県庁経営改革の断行

健康診断事業の実施

職員住宅の適正な管理運営

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。

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

社会経済情勢等の変化
に即応した給与制度の
見直しや人的資源の重
点的配置等を行いま
す。
（1６年度）

運営の適正化

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

社会経済情勢等の変化
に即応した表彰制度の
見直しや各種施策の調
整等に努めています。
（15年度）

社会経済情勢等の変化
に即応した表彰制度の
見直しや各種施策の調
整等に努めます。
（1６年度）

課　名 施策の目的 検証指標・手段

部名：　　総　　務　　部

管理戸数の適正化

　生活者であり納税者である県民の視点に立って、「県民の幸せ・県民の心に届く県政」を第一に考え、職員が働きやすく、スリムで足腰の強い県庁を構築することにより施
策精選型の県政を実現します。

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

総務課

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



施　策　名
現状

（基準年）
課の使命・役割課　名 施策の目的 検証指標・手段

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

１０億円 １０億円

（１５年度） （１６年度）

電子入札件数 ０件 全件

（１５年度） （１９年度）

県警本部新庁舎の建設 新庁舎完成

（２１年度）

６，１４４億円 ６，２７１億円

（15年度2月補正予算） （16年度当初予算）

３１３億円

（14年度）

０団体 ０団体

（14年度） （16年度）

88.7%

（14年度）

43市町村 79市町村

（16年1月1日) （18年度）

950千円 960千円

（15年度） （16年度）

税務課

市町村課

　本県財政は、平成11年度以降、財源不
足をかかえたままで当初予算を編成せざ
るを得ないという非常に厳しい状況にあ
り、平成14年度決算は46年ぶりの赤字に
陥りました。平成１５年度も赤字は解消
できない見込みです。
　平成16年度当初予算編成においては、
部局への枠配分方式の導入等により、年
間収支不足は生じなかったものの、依然
として公債費や人件費等義務的経費の負
担は大きく、今後も厳しい財政運営を強
いられることが見込まれます。
　このような危機的状況を踏まえ、大胆
に財政構造の改革と財政システムの変革
に取り組み、財政再建団体への転落を回
避するととともに赤字体質からの早期脱
却を図ります。

　地方分権社会を支える市町村が、地域
の特性を活かし、自立した主体的な行政
運営が行えるよう支援することにより、
住民サービスの向上を図ります。

財政課

　県税務行政の円滑な運営を図るととも
に適正な課税及び公平な徴収を図りま
す。

管財課

14地域60市町村
（16年度）

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）

県、市町村及び住民等との連携に
よる取組事例の増加

県、市町村及び住民等
との連携による取組の
促進に努めています。

県、市町村及び住民等
との連携による取組の
促進に努めます。

市町村に対する助言・支援

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。

合併重点支援地域の指定を受けた
団体数

10地域47市町村
（15年度）

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。

自主財源の確保状況として、市町
村3税の徴収率

個人情報保護条例の制定市町村数

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）

財政の健全化

　庁舎の整備及び適正な維持管理に努め
るとともに、現下の厳しい財政状況の中
で、契約方法の改善など新しい行政シス
テムの構築や未利用県有地の売却など更
なる歳入確保に向けた取り組みを行うな
ど、県有財産の効率的な管理施策を一層
推進します。

「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。

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。

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。

税収の確保

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。

県有財産等の維持管理

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。

本庁舎等の維持管理、公用車の運行管理
を適正に行います。

庁舎等の適正な維持管理

歳出削減及び歳入確保に向けた取
り組み

予算の枠配分方式の充実

本庁舎等の適正な維持
管理に努めています。

県税収予算額の確保

県税滞納額の縮減

売却金額

前年度を下回らない

平成１４年度に策定し
た再建プランを実施中

平成１６年度当初予算
編成にあたり、枠配分
方式を導入

－

前年度を下回る額とし
ます。

黒字への転換

黒字への転換

本庁舎等の適正な維持
管理に努めます。



施　策　名
現状

（基準年）
課の使命・役割課　名 施策の目的 検証指標・手段

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

４７２件 ５００件

（14年度） （１６年度）

１機関 11機関

（14年度） （16年度）

1件

（16年度）

1件

（16年度）

0件
条例化指針に基づく条
例化の実施

（15年度） （20年度）

0件 試行的検討

（15年度現在） （16年度）

5件

（15年度現在）

新任職員の全員

（16年度）

40名

（16年度）

25名

（16年度）

データベース化

（17年度）

1件

（20年度）

4回

（16年度）

2回

（16年度）

政策法務課

　「県民に開かれた県政の実現」のた
め、情報公開制度及び個人情報保護制度
の改善に取り組むとともに、地方分権改
革の進展に伴い、法務的な対応を主体的
に行うことが求められており、政策法務
の手法により部局横断的な取組みを促進
します。

情報公開の推進

政策法務の実践

市町村からの要請に対
応します。

－

○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。

市町村の政策法務研修 －

市町村が抱える課題解決のための
検討

－

－

基本的な法律図書の共有化システ
ムの構築

－

政策法務マニュアルの作成（公用
文作成の手引きの改訂）

－

政策法務重要案件等に
対応します。

政策法務研修（新任研修） －

政策法務研修（基礎コース） －

－

条例化指針の策定 －

条例化指針に基づく条例化

有償頒布行政文書の頒布場所

○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。

条例化が必要となる案件の調査

法務的政策評価の検討

組織横断的な法務施策の策定に対
する支援

政策法務研修（応用コース）

庁内向けニュースレターの発行

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。

県政情報の公表に関する要綱に基
づく公表件数

累積した異議申立案件の処理
1,341件

（残10,240件）
（14年度）

3,000件
（残5,000件）
（16年度）



施　策　名
現状

（基準年）
課の使命・役割課　名 施策の目的 検証指標・手段

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

32,406,950千円 30,019,481千円

（15年度） （16年度）

宗教団体の運営状況に
ついて、定期報告を求
め、必要に応じ指導し
ています。

宗教団体の運営状況に
ついて、定期報告を求
め、必要に応じ指導し
ています。

（認証目標数値なし） （認証目標数値なし）

防災懇談会2回 地域防災計画の修正

（15年度） （17年度）

2回 4回

(15年度） （16年度）

全国知事会で検討 制度の創設

（15年度） （16年度）

組織率52.2％ 組織率60％

（13年度） （17年度）

検討委員会3回
ｼｽﾃﾑ基本設計
無線実施計画

（15年度） （16年度）

県備蓄食糧
308,000食

県備蓄食糧
345,600食

備蓄市町村数
７５（15年度）

備蓄市町村数
７９（17年度）

未制度 制度の発足

（15年度） （16年度）

交付団体数
39団体

3年間で
100団体

（15年度） （18年度）

救急救命士数 救急救命士数

505人（15年） 674人（20年）

3,500箇所 3,000箇所

（15年度） （16年度）

81.4% 100%

　関係機関等との連携強化をはじめとし
て、県の防災体制の充実を図ることによ
り、災害・大規模事故及び様々な危険を
未然に防ぐ、または被害を最小限に抑
え、県民の生命・身体・財産を保護しま
す。

防災体制の充実強化

私学教育の振興及び宗教
法人の認証

危機管理体制の充実

学事課

　電子自治体構築における重要な年度と

　私立学校及び学校法人に係る認可、指
導、補助金の交付等を通じて、私立学校
の健全な運営を確保し、私学教育の振興
を図ります。
　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。

消防地震防災課

IT政策 企画 立案 推進を図り ま インターネット世帯普及率

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

千葉県危機管理四者連
絡会議を設置し、関係
機関等との連携を強化
しています。

関係機関等との連携を
一層強化するととも
に、専門家の意見等を
踏まえ、実効性のある
危機管理体制の充実を
図ります。

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。

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、救命救急士を養成し、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。

市町村が行う消防施設・設備等の
整備に対する助成

救急救命士の養成

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

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。

地域防災計画の修正

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

被災者住宅再建支援制度の創設

自主防災組織の組織率の向上

防災情報システムの基本設計・無
線の実施計画の策定

県及び市町村における備蓄の強化

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
（泡消化薬剤の融通等）

検査指導件数：80件
（15年度）

検査指導件数：80件
（16年度）

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。

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

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



施　策　名
現状

（基準年）
課の使命・役割課　名 施策の目的 検証指標・手段

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

（14年・全国値） （20年）

21.5% 50%

（15年） （20年）

0.6% 100%

（15年度） （20年度）

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。

0件 0件

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。

（15年度） （20年度）

情報政策課 IT化の推進

自治体構築 年
位置づけ、国及び地方公共団体をはじめ
県内市町村との連携のもと、本県におけ
る情報化施策を全力を挙げて推進しま
す。
１．「24時間・365日」いつでも、どこで
も、だれでも、行政　サービスが受けら
れる基盤整備を実現します。
２．行政の簡素効率化や透明性の向上な
ど業務改革を支援するシステム化を推進
します。
３．上記１及び２を実現するため、業務
系及び情報系ネットワークの安定稼動を
図ります。

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。

インターネット世帯普及率

ブロードバンド契約数世帯比
（DSL、CATV）

「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



人権問題講演会参加者数
９３０人

（１５年度）
１３０人

（１６年度）

ちばハートフル・ヒューマンフェス
タ参加者数

７８７人
（１５年度）

９００人
（１６年度）

人権啓発ビデオ貸出本数
延べ２６０本
（１５年度）

延べ３００本
（１６年度）

人権啓発資料の作成部数
計４，５００部
（２種）

（１５年度）

計10,000部
（３種）

（１６年度）

人権啓発の放送広報回数
計２６５回
（２社）

（１５年度）

計３００回
（２社）

（１６年度）

人権啓発の新聞等広報回数
各紙２日掲載
（７紙）

（１５年度）

各紙２日掲載
（７紙）

（１６年度）

健康生活コーディネートの実現 現在はありません １６年度前半までに開発

健康づくり各種事業の詰め合わせ
（パッケージ）の提案

現在はありません
希望市町村全てに提案
（１６年度）

首都圏等住民の健康づくりの向上と観光等を
結び付け、千葉県経済の発展を目指します。

「ＣＬＵＢ　ＣＨＩＢＡ（仮称）」
の会員数

現在はありません
１，０００人以上
（１７年度）

「健康づくりふるさと構想」を担う人材とし
て、健康生活コーディネートを養成します。

健康生活コーディネーターの養成数 現在はありません
８０人

（１７年度）

科学的根拠に基づく健康づくりを進める観点
から、事業の評価・分析を実施します。

事業の評価・分析 現在はありません
効果を立証し、学会に発
表
（２０年度）

「健康福祉千葉方式」による作業部
会等による検討

７作業部会を設置し施策
を検討

企画段階だけでなく実施
段階まで含めた民間と行
政の協働を進めます（１
６年度）

健康福祉千葉方式による市町村地域
福祉計画の策定

計画策定市町村数　４
（１５年度）

できるだけ多くの市町村
が策定できるよう支援し
ます（２０年度）

地域福祉フォーラムの設置の支援 現在はありません
設置を支援します（２０
年度）

中核地域生活支援センターの設置
２カ所

（１５年度）
１４カ所

（１６年度）

ちば・ウエルナビで情報を提供する
福祉施設

６３種類
（１５年度）

６８種類
（１６年度）

達成状況
（年月）

健康福祉政策課

「千葉県人権施策基本指針」に基づき、県
民、企業、関係段階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。

健康生活コーディネートを基盤とする新しい
健康づくりの基盤整備を図ります。

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）

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

内部管理業務、健康福祉政
策の立案・調整・推進

健康づくりふるさと構想の
推進

目標
（目標年）

　県民の健康福祉の向上を図るため、県民の
ニーズに応える健康福祉に関する各種計画及
び施策を、「健康福祉千葉方式」により企
画・立案し、その展開を促進します。また、
個人の尊厳を確保するための人権啓発を推進
します。

人権啓発の推進

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

　千葉からの「変革と創造」に掲げる「県民一人ひとりが生き生きとする暮らしの創造」を実現するため、健康福祉部では、千葉・健康福祉の５原則（①性別、年齢、障害の
有無種別に関わらない、②全ての人が人間として個人として尊重される、③一人ひとりの状況とニーズに応える、④家庭・地域での生活を基本とする、⑤健康で生きがいを
もって自立して生活できる）に基づく保健・医療・福祉に係る施策を『健康福祉千葉方式』により構築・充実・強化を図り、県民の健康福祉の向上に努めます。

部名：　　健　康　福　祉　部



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

地域リハビリテーション支援セン
ター数の増加

４ヵ所
（１５年度）

６ヵ所
（１６年度）

基本健康診査受診者の増加
５４４千人
（１６年度）

５５０千人
（１６年度）

女性のための健康相談
1，389人

（１４年度）
４，０００人（延べ）

（１６年度）

保健医療従事者の研修
９６５人

（１４年度）
２，５００人（延べ）

（１６年度）

女性のための健康教室
１，０６１人
（１４年度）

３，０００人
（１６年度）

基礎データの収集分析
５調査

（１５年度）
１８調査（延べ）
（２０年度）

住民に最も身近な市町村での健康増進計画が
全市町村で策定され、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
５０市町村
（１５年度）

３６市町村
（１６年度）

定期予防接種率
乳幼児70.1％
(１４年）

乳幼児75.0％
（１８年）

感染症の集団発生件数
２４件

（１５年度）
未設定

重症難病患者入院受入れ協力医療機
関数

１０
（１５年度）

３０
（１８年度）

難病患者等ホームヘルパー養成数
延べ８６８人
（１５年度）

延べ１，５００人
（１８年度）

痴呆介護実務者研修の開催
２回２００人
（１５年度）

４回３００人
（１６年度）

千葉県人材育成プログラムを開発す
るための検討会議の設置

現在ありません。
検討会議３回
（１６年度）

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。

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

４０健康福祉センター及
び市福祉事務所（１５年
度）

４０健康福祉センター及
び市福祉事務所（１６年
度）

地域福祉の円滑な推進

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。また、地域福祉を担う人材の育成を
進めます。

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。

　女性の健康支援を総合的･体系的に推進する
ため、保健所における健康相談、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
及び分析するため疫学調査を実施します。

　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。

多くの難病患者は、その疾病の特性から長期
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伸施
策の推進

健康増進課

社会福祉課

　県民一人ひとりが健やかに暮らし、心豊か
に長寿を全うできる「健康ちば」の実現

　高度化、多様化する県民の福祉ニーズに的
確に対応していくため、第一線で活躍できる
福祉人材の養成・確保を図ります。
また、生活保護法の適正実施を推進するた
め、健康福祉センター及び市福祉事務所を指
導します。さらに、旧軍人・遺族・被爆者等
の援護の充実を図ります。



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

保育所入所待機児童数
870人

（15年度）
0人

（27年度）

地域子育て支援センター数
59ｶ所
(15年度)

全保育所
(27年度)

ひとり親家庭等日常生活支援事業実
施市町村数

１市
（15年度）

全市
（27年度）

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
17市町
(15年度)

全市町村
(27年度)

社会的児童養護体制の整備 里親の充実（里親の数）
209人

（15年度）
230人

（16年度）

先天性代謝異常等の早期発見の為の
健診率の向上

96.2%
(14年度)

100％
（27年度）

１歳6ヶ月児健診の未受診者のフォ
ロー（受診率）

91.6%
(14年度)

100％
（27年度）

3歳児健診の未受診者のフォロー（受
診率）

86.2%
(14年度)

100％
（27年度）

特別養護老人ホームの整備
１１，９５７床
（１５年度）

１３，３００床
（１６年度）

グループホームの整備
１，５８８人
（１５年度）

（１６．３．１現在）

１，４８５人
（１６年度）

児童家庭課 児童福祉の推進

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。

　子どもと家庭を取り巻く社会環境は、
核家族化や少子化の進行、共働き家庭や
ひとり親家庭の増加、また、家庭のみな
らず地域での子育て機能の低下など大き
く変化している。こうした状況におい
て、①増大する児童虐待など複雑・多様
化する児童問題に的確にかつ柔軟に対応
し、児童の健全育成を図る。②母子・父
子家庭等に対する生活支援、自立支援を
推進する。③周産期医療や乳幼児の保健
医療サービスなど母子保健の充実を図
る。④さらに、社会経済及び児童の健全
育成に深刻な影響を及ぼすことが懸念さ
れる少子化問題について、地域ぐるみの
子育て支援を充実するなど、子育てに夢
をもつことのできる、社会全体で子育て
を支援する環境づくりを進める。

高齢者福祉の推進

子どもの心身の健やかな成長や発達を支援し
ます｡

地域全体で子育てを支援する社会の実現

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

高齢者福祉課



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

第三次千葉県障害者計画の策定 策定作業中 １６年６月策定

障害者就労支援事業
３事業者が事業を立ち上
げ

８事業者
（平成１６年度累計）

身体障害者更生援護施設数
３０施設

（１５年度）
３１施設

（１６年度）

知的障害者援護施設数
９９施設

（１５年度）
１０６施設
（１６年度）

精神障害者社会復帰施設数
２７施設

（１５年度）
３４施設

（１６年度）

補助犬の育成給付 補助犬２９頭
補助犬３４頭
（１６年度）

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

手話通訳者114人、要約筆
記奉仕員121人

手話通訳者154人、要約筆
記奉仕員161人

精神障害者退院促進支援事業
訓練実施者
１０名

ＩＴ基礎技能講習 １１３講座 １１３講座

短期入所及びデイサービスの事業所
数

２０２事業所
（１５年度）

２３０事業所
（１６年度）

ホームヘルパー及びガイドヘルパー
養成数

３，５１０人
（１５年度）

５，０００人
（１６年度）

グループホーム及び生活ホーム等入
居者数

５５３人
（１５年度）

６９０人
（１６年度）

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する。

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く。

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
を推進する。

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る

障害者福祉の充実

　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」を実現するため、健康福祉部で
は、千葉・健康福祉の５原則を理念に「健康
福祉千葉方式」による施策を推進することと
している。障害福祉課では障害者施策の総合
調整及び障害者福祉の担当課として、部の方
針に基づきつつ、特に障害者の地域・家庭に
重点を置いた生活（自立）支援に取り組む。

障害福祉課



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

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
適正化を図る。

保険者に対する個別実地指導
２８回

（１５年度）
２８回

（１６年度）

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。

第三者評価モデル事業
０事業所

（１５年度）
２８事業所
（１６年度）

救命救急センターの設置数
８箇所

（１５年度）
８箇所

（２０年度）

小児の第二次救急医療体制の整備地
区数

１１地区
（１５年度）

１５地区
（２０年度）

総合周産期母子医療センターの整備
０箇所

（１５年度）
１箇所

（１８年度）

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る。

介護老人保健施設定員数
１０，２９９人
（１５年度）

１３，７３６人
（１９年度）

県立病院課

　所管する県立７病院が、多様化・高度
化する県民の医療ニーズに適切に対応
し、良質な医療を安定的に提供できるよ
う体制整備に努めるとともに、病院経営
の効率化を図ることにより経営基盤の確
立に努めます。

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。

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。

高度医療や地域医療を提
供していますが、経営は
極めて厳しい状況にあり
ます。

従来から県民に提供して
きた良質で高度な医療を
さらに一層充実させ、ま
た経営の安定化を目指し
ます。

県立７病院の運営

医療供給体制の整備

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
的な医療供給体制を確立する。

保険事業の円滑な推進保険指導課

　国民健康保険事業では、事業の健全な運営
を確保するため、保険者及び国保連合会に対
する指導、助成、保険医療機関等が行う保険
医療の適正化を指導します。
また、介護保険事業では、制度の円滑な推進
を図るため、保険者である市町村を支援する
とともに、介護支援専門員の要請、介護保険
審査会の運営等に努めます。さらに、老人保
健事業では、高齢者に対する健康保持と適切
な医療の確保を図ります。

　小児救急医療などの救急医療体制や周産期
医療体制等、県民が安心して暮らせるよう、
医療体制の整備充実を図る。

医療整備課



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

医薬品等適正使用の推進
（県内の医薬分業率）

５７．９％
（１５年９月）

６３％
（２０年度）

医薬品製造等の監視指導実施件数の
割合

３１％
（１５年度）

１００％
（１８年度）

薬局等医薬品販売業の監視指導実施
件数の割合

２６％
（１５年度）

１００％
（１８年度）

献血の推進（献血目標達成率）
７４．６％

（１５年１２月）
１００％

（２０年度）

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）

６４％
（１６年２月）

１００％
（２０年度）

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）

現在ドナー登録者
４，９１７人
達成率３５％
（１６年２月）

ドナー登録者
７，０００人
達成率５０％
（２０年度）

麻薬立入検査の充実
３０．８％
（１５年度）

１００％
（１７年度）

薬物乱用防止に係る広報啓発活動の
推進

１４年度
街頭活動７３回
講習会　７２回
ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成
（180,000部）

２０年度
街頭活動８０回
講習会　８０回
ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成
（200,000部）

薬物乱用を許さない社会環境づくり
の推進

１５年度
薬物乱用防止対策推進モ
デル事業
３地区で実施済み（３
３．３％）

１７年度
薬物乱用防止対策推進モ
デル事業
３地区で実施（１０
０％）

薬務課

　少子・高齢化、家族の形態やライフスタイ
ル、価値観の多様化、地域社会のあり方な
ど、健康福祉部を取り巻く状況を十分に踏ま
え、県民のニーズに対応した保健衛生の向上
に努めることを基本とし、　①薬事関係対策
②献血等の推進③麻薬等薬物対策④水質管理
対策に関する事業を推進する。

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に
薬物乱用防止講演会・講習会などを開催し、
薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進す
る。

薬事衛生の向上

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。

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。

イ　 骨髄バンク登録の推進
県民に対する骨髄移植に関する正しい知識

の普及啓発、骨髄ドナー登録常設窓口の設
置、献血併行型ドナー登録会の実施など、骨
髄バンクのドナー登録を推進し、骨髄提供希
望者の確保を図ります。



達成状況
（年月）

目標
（目標年）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

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）

７保健所
５０％

（１５年度）

１４健康福祉センター
１００％

（１６年度）

水道の水質管理の徹底（水道施設の
立ち入り状況）

１７．８％
（１４年度）

２０％
（１７年度）

自己水源の水道施設を主
に

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
発生防止を図る

毒物劇物製造業等の監視指導実施件
数の割合

５０％
（１５年度）

１００％
（１７年度）

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１０万人あたりの食中毒罹患率
（５年平均）

１７．７人
（１４年度）

１０．０人
（２７年度）

動物の愛護及び適正な飼養を推進し人と動物
が共生する調和のとれた社会づくりを進めま
す。

犬・ねこの致死処分数
２１，４７７頭
（１４年度）

１０，０００頭
（２７年度）

薬務課

　少子・高齢化、家族の形態やライフスタイ
ル、価値観の多様化、地域社会のあり方な
ど、健康福祉部を取り巻く状況を十分に踏ま
え、県民のニーズに対応した保健衛生の向上
に努めることを基本とし、　①薬事関係対策
②献血等の推進③麻薬等薬物対策④水質管理
対策に関する事業を推進する。

生活衛生対策の推進と安全
確保

薬事衛生の向上

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する。

衛生指導課

　県民の安全確保（食の安全確保、安全で快
適な生活環境の確保、動物愛護に関する普及
啓発及び動物による人の生命・財産への侵害
防止）



2,152万ﾄﾝ／年 2,023万ﾄﾝ／年

（平成2年度） （平成22年度）

15,115人 14,000人以上

（平成14年度） （毎年度）

476人 600人

（平成14年度末累計） （平成17年度末累計）

33活動

（平成14年度）

公害防止協定の改定 － 16年度末に改定します。

30億円 25億円

（平成15年度） （平成16年度）

温室効果ガスの排出量
（炭素換算）

環境学習への参加者数

部内各課との一層の連携
を図り、適正な組織運営
に努めていきます。

　環境生活部の円滑な組織運営に努
め、環境行政の推進を図ります。
　千葉県の環境保全についての各種施
策の調整・推進を図ります。
　地球規模での環境問題に対し千葉県
内での取組を促進します。

環境施策の総合的な推進
を図り、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの着実
な推進を図ります。

環境再生の考え方や手法
等の広報を行ない、より
多くの質の高い応募を
得、助成していきます。

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。

部名：　　環　境　生　活　部

中小企業環境保全施設整備資金融資
額

エコマインド養成講座修了者数

ちば環境再生基金が助成する活動数

現状
（基準年）

良好な環境の創出・保全並びに県民生活への支援などの施策を通じて快適で潤いのある県民生活の実現を図ります。

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。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。

部内各課との連携を図
り、適正な組織運営に努
めています。

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

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。

部内及び庁内各課と連携
を図り、環境施策の推進
に努めています。

環境政策課

環境保全施策の総合的推進

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。

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。

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段



現状
（基準年）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

48% おおむね達成

（１４年度） （２２年度）

98% 達成

（１４年度） （２２年度）

７９％
１００％
１００％

　達成

（１４年度） （１７年度）

74.0% 達成率の向上

（１４年度）

　
４１．５％
１００％
　８０％

達成率の向上

（１４年度）

現システムによる情報提
供

新システムによる県民へ
のより迅速な情報提供

（１４年度） （１７年度）

52.9% 55%

（１４年度） （１７年度）

81.2% 向上させる

（１４年度）

456.2ｋｍ２ 減少させる

（１４年度）

２７地域 ２８地域

（１５年度） （１６年度）

269.7km 278.1km

（１５年度） （１７年度）

１計画 ２計画

（１５年度） （１６年度）

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

自然保護課 多様な自然環境の保全

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

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

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。

大気保全課 良好な大気環境の確保

大気環境等に係る環境基準の達成率を向上さ
せます。

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）

　大気環境等に係る環境基準の達成率
を向上させるため、大気環境の常時監
視や工場・事業場・自動車などの大気
汚染発生源に対する監視指導等を実施
するとともに、自動車・航空機などの
騒音や悪臭に関する調査、指導等を行
います。
　また、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。

　人と自然が共生できる多様な自然環
境を保全する施策などを通じて、貴重
な自然を将来の世代に引き継いでいき
ます。

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。

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

良好な水環境・地質環境
の確保

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。

河川・湖沼・海域の環境基準の達成
率（BOD、COD）

地下水の環境基準の達成率

地下水位の低下及び地盤沈下の防止を図りま
す。

２ｃｍ以上の地盤沈下面積

特定鳥獣保護管理計画の拡充

水質保全課



現状
（基準年）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

1,060ｇ/人・日 950ｇ/人・日以下

（13年度） （17年度）

26,939トン 26,599トン

（13年度） （17年度）

21.30% 30％以上

（13年度） （17年度）

52.90% 53.50%

（13年度） （17年度）

126ｇ/人・日 90ｇ以下

（13年度） （17年度）

1,081トン 781トン

（13年度） （17年度）

21.90% 15.00%

（14年度）  (17年度)

43,799ﾄﾝ 前年度より減少させる

（１４年度） （１６年度）

52.7% 53.5%

（１０年度） （１７年度）

１１６万トン ７８万トン

（１０年度） （１７年度）

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。

産業廃棄物の最終処分量

産業廃棄物の再資源化率

資源循環推進課 資源循環型社会づくりの推進

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。

産業廃棄物課
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

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

ごみの最終処分が適正に行われています。

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、良好な生活・自然環境が維持され
ます。

不法投棄量

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。

１年間における一般廃棄物（ごみ）
の再資源化率

１年間における産業廃棄物の再資源
化率

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

１年間における産業廃棄物の最終処
分量

一般廃棄物（ごみ）の一人１日当た
りの排出量

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

　環境と経済の両立を図りつつ、環境
への負荷を最小限にするため、廃棄物
等の排出抑制及び再資源化を促進する
とともに、最終処分せざるを得ない一
般廃棄物について適正な処分を確保し
ます。

　産業廃棄物の不法投棄や不適正処理
の防止を図るとともに、産業廃棄物不
適正処理箇所における生活環境上の支
障の除去に努め、併せて、産業廃棄物
の発生抑制、減量化・再資源化を推進
し、循環型社会の構築に努めます。
　また、残土の適正処理を推進し、有
害物質を含む土砂等の埋立てと土砂の
崩落、流失等の災害の発生を防止しま
す。
　これにより、産業廃棄物・残土によ
る環境への負荷の低減を図り、人と自
然が共生できる社会を目指します。



現状
（基準年）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

０回 5回
（H15年度） （H16年度）

８５件 １００件

（１５年） （１６年）

100% 100%
（Ｈ１５年度） （Ｈ１６年度）

34競技67会場

（平成２２年）

３会場５競技

（平成２２年）

約5,000人 約6,000人

（１５年度） （１６年度）

（集計中） 前年度以上を目指します

（１５年度） （１６年度）

４件 １０件

（１５年度） （１６年度）

０件 ３０件

（１５年度） （１６年度）

６１１団体 １８００団体

（１６年３月） （２１年３月）

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

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。

ＮＰＯ法人数

既存競技施設を活用した競技会の会
場数

同一会場での複数競技会の開催数

NPO活動推進課 ＮＰＯ立県千葉の実現

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、ＮＰＯ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

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Ｎ
ＰＯ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

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。

安心な消費生活の確保(貸金
業指導業務)

青少年の環境づくり

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。

図書等自動販売機に対する立入調査
台数

知事登録に係る貸金業者に対し、　貸金業規
正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

県民生活課

安心な消費生活の確保

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

国体改革の施策を取り入れた千葉国体を成功
させます。

　消費者が安心して消費生活が送るこ
とができるよう､相談体制の整備や消
費者教育などの諸施策の推進を図ると
ともに､青少年健全育成のための総合
的施策の推進､｢第65回国民体育大会｣
(平成22年本県で開催)の開催に向けた
準備業務の推進､さらには､県民が安全
で安心して暮らすことができる生活空
間の創造を目指すための諸施策を推進
します。

ＮＰＯ立県千葉を実現します。



現状
（基準年）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

11,700人 13,000人

（15年度） （16年度）

29,196人 38,000人

（15年度） （16年度）

61,985人 63,000人

（15年度） （16年度）

470,500件 500,000件

(15年度） （16年度）

619人 1,200人

（15年度） （16年度）

交通事故の発生件数
37,788件
（１４年）

前年より減少させる

交通事故死者数 3７9人（14年） （16年）

78.8% 100％を目指す

(14年10月) （16年）

1,539名 3,000名を目指す

（14年度） （16年）

ー 200名を目指す

（16年）

相談員１０名 現体制を確保する

弁護士　１名 （１６年度）

相談員の確保

市町村や警察庁・日本自動車連盟で
行う着用率調査

交通安全推進隊員数の増加 応募状況

シルバーリーダーネットワーク参加者数の増
加

参加・体験型高齢者交通安全リー
ダー研修修了者

交通安全対策課 交通安全県ちばの確立

交通事故発生件数及び交通事故死者数の減少

シートベルト着用率の向上

交通事故相談体制の充実

　誰もが安全で安心して暮らせる千葉
県を目指す上で、交通事故の防止は緊
急かつ重要な課題であり、県民一人ひ
とりの交通安全に対するモラルの向上
と意識の高揚を図るため、県民各層に
向けた広報・啓発活動と交通安全教育
の推進はもとより、ひとにやさしい交
通安全環境の整備など、２１世紀にお
ける「交通安全県ちば」の確立に向け
た施策を県民総ぐるみで強力に推進し
ていきます。

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）

千葉の特性を生かした文化づくり 「民話の里づくり」事業参加者数

文化振興課 ちば文化の創造

県民が文化に親しむための環境づくり

県民芸術劇場入場者数

文化会館の自主事業参加者数

県民が主体的に文化活動を行うための環境づ
くり

千葉・県民芸術祭参加者数
　文化の担い手である県民が文化に親
しみ、文化活動に主体的に参画できる
環境を整備します。



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。

時代の変化に対応した組
織体制の整備、経済活性
化に向けた予算の効果的
配分を図っています。

引き続き、施策の円滑な
推進のために、必要な総
合調整及び、効率的な内
部管理を図ります。

本県経済の活性化を図り、新たな時代を切り
開いていくために、経済活性化に向けた諸施
策が、商工労働部を中心とした庁内連携のも
とに総合的に展開されます。

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。

産学官民が連携して経済
活性化に取り組む体制を
つくり、施策の効果的推
進を図っています。

「ちば２００４年アク
ションプラン」に掲げた
経済活性化に係る戦略プ
ロジェクトの確実な展開
を図ります。
（平成１６年度）

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

関係機関との連携のもと、幅広い情
報提供を行うなど、中小企業の国際
的な事業展開を支援します。

各中小企業のニーズや発
展段階に応じ、販路開
拓・事業展開等を支援し
ています。

千葉県産の農林水産品の
輸出の促進を図ります。
（平成１６年度）

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
154,000件
(14年度)

154,000件
(16年度)

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
2,420億円
(14年度)

3,000億円
(19年度)

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
87件

(14年度)
100件
(16年度)

商店街の再生・活性化を図るため地域リー
ダーの養成と商店街リーダー格の連携強化の
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。

商業振興及び大規模小売店舗につい
ての事業実施件数

100％
(14年度)

100％
(16年度)

経済政策課

商工労働部の主管課として、『県内経済の
活性化による県民福祉の向上』という、当
部の掲げる目標の達成に向けて各種施策を
円滑かつ総合的に推進するため、予算及び
組織・人事の一体的かつ機動的な運用や組
織体制の整備を図るとともに、県経済の自
立と活性化のための施策の立案や、新たな
産業モデルの育成等の先導的事業の推進に
取り組みます。

総合調整及び内部管理業務、
経済活性化施策の立案・調整
など

経営支援課

時代の変化、経営環境の変化に適時適切に
対応して、中小企業者の事業活動を組織化
支援策、金融対策、経営革新策とワンス
トップサービスのあり方、商業振興策等の
視点から支援します。

中小企業の事業活動支援

検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的

千葉県経済の活性化を促進することにより、県民福祉の向上を図ります。
○人・企業・地域資源の産業面での有効活用及び産・学・官の連携の促進
○安全・公正・安定等の産業を支える諸環境の整備と企業の活動のしやすい環境維持

達成状況
（年月）



検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的

達成状況
（年月）

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）

１１０件
（14年度）

２７０件
（20年度）

特許移転件数（知的所有権センター
による累計）

７６件
（14年度）

２００件
（20年度）

県内IT企業の開業率
１２．４％
（14年度）

１５．０％
（19年度）

企業訪問活動（国内企業）
　　１０３社
　（14年度）

１００社
（16年度）

企業訪問活動（外資系企業）
１４社

（15年度）
２０社

（16年度）

企業訪問の実施回数
６１５社
（14年度）

６２５社
（16年度）

企業の誘致件数
３８件

（１４年度）
４０件

（１６年度）

企業立地補助金
17,985千円
（14年度）

200,000千円
　　（16年度）

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

保安検査865件
立入検査687件
保安講習会73件

毎年度同程度の件数実施
予定です。

自主保安活動の推進 大臣認定事業所13社15事
業所168施設

認定事業所数の拡大を進
めます。

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

保安検査109件
立入検査581件
保安講習会9回

毎年度同程度の件数実施
予定です。

高圧ガス・火薬類事故時の応急体制
の整備及び保安啓発事業の実施

防災訓練、空気呼吸器装
着競技会、保安大会、煙
火打揚げ実験の実施

毎年度同程度の件数実施
予定です。

登録電気工事店への立入検査 89件
（15年度）

毎年度同程度の件数実施
予定です。

砂利採取等の適正化の推進 立入検査及び合同ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
2300ｹ所

毎年度同程度の回数実施
予定です。

未廃止採取場の廃止促進 年間30ｹ所 年間30ｹ所

産業振興課 ２１世紀型新産業への展開 企業の技術力（競争力）の向上
企業が創業、成長、発展し収益をあげられ
る環境づくり

既立地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。

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。

バイオベンチャー企業数
１６社

（15年度）

企業立地課

本県への企業の立地は、新たな就業の場の
確保、所得の増加、税収の増加、産業への
波及効果などを実現するものです。また、
知的資産の増加にも寄与するもので、県政
にとって極めて重要な課題です。このた
め、市町村や関係機関と連携をとり、全県
的な企業誘致活動に取り組んでいきます。

立地済企業のフォローアップ

企業立地の促進

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

巡回監視ﾊﾟﾄﾛｰﾙ960人日/
年

毎年度同程度の回数実施
予定です。

３２社
（20年度）

・千葉県経済を支える日本有数の京葉臨海コ
ンビナート群をはじめとした県下の高圧ガス
事業所の保安活動を支援します。
・高圧ガス、火薬類事業所の自主保安活動を
支援します。
・産業の発展に重要な資源である砂利等の安
全・適正な採取及び有効利用を推進します。
・採取場等への産業廃棄物等の不法投棄及び
無認可採取を防止します。

保安課 産業保安対策の推進

高圧ガスや火薬類の保安対策を推進し事故
を防止するとともに、砂利等の災害防止対
策の推進及び採取跡地等への産業廃棄物等
の不法投棄の防止等様々な行政施策を推進
し、産業の健全な発展と県民福祉の向上を
図り、もつて千葉県経済の発展に寄与しま
す。



検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的

達成状況
（年月）

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
70件

(14年度)
120件

（18年度）

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。

メッセ展示会等開催件数
１２３件
(１４年度)

１５０件
(２５年度)

観光客入込数
1億4千万人
（14年）

1億5千万人
（17年）

観光消費総額
6,000億円

1人当たり4304
（14年）

7,500億円
1人当たり5000
（17年）

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

１１，３１４人
(13～15年度）

１４，３００人
（１６年度）

緊急地域雇用創出特別基金運用本部の開
催数

２回
(15年度）

２回
(16年度)

若年者向け就業支援センターの設置
(新規事業)

７月開設

無料職業紹介事業の指針策定(新規事
業)

（策　定）

地域雇用促進及び高度技能活用安定
会議の開催数

３回
(15年度）

４回
(16年度）

再就職支援センターの就職相談の件
数

３，２７７件
（14年度）

３，５００件
（16年度）

障害者就業支援キャリアセンターの
入所者の数及び就職相談の件数

（未設定）
入所者９０人
相談2,200件
（16年度）

障害者就業支援戦略会議の開催数 ３回
（１５年度）

４回
（１６年度）

特例子会社設置数 ０件
（１５年度）

３件
（１６年度）

シルバー人材センターの設置市町村
数

５１市町村
（１５年度）

５３市町村
（１６年度）

労働力確保法の改善計画及び介護労
働者の雇用管理の改善計画認定件数

１５２件
（15年度）

２００件
（16年度）

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。

コンベンションの推進

産業の柱としての新たな観光
の振興

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課

観光産業に携わる人たちだけでなく、農林
水産業や製造業などさまざまな産業に波及
効果を与え、地域経済の活性化や雇用の創
出、さらには活力ある地域づくりに貢献で
きる２１世紀のリーディング産業になりう
るよう、積極的な観光振興を図ります。

雇用対策の推進雇用労働課
失業者を無くすこと。求職者の方々が一人
でも多く、一日でも早く就職できるよう支
援いたします。

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。
また、雇用労働に関する予算・決算等の調整
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。



検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的

達成状況
（年月）

労働相談件数
１，６０２件
（14年度）

１，９２２件
（16年度）

「労政ちば」の定期配布希望者数
７００部
（15年度）

１，０００部
（17年度）

「千葉県の賃金事情」の有償配布数
７５部

（15年度）
１５０部
（16年度）

労務診断の実施件数 ０件 １件

労働大学講座受講者数
３００名
（15年度）

３００名
（１6年度）

労働者福祉資金融資制度の貸付者数
25件(累計)
(15年度)

35件(累計)
(16年度)

労働者福祉協議会が主催した各福祉
事業の参加者数

２，５４３人
(15年度)

２，５００人
(16年度)

中小企業勤労者福祉サービスセン
ターの設置数

2件(累計)
(15年度)

3件(累計)
(16年度)

中小企業労働施策アドバイザーの活
動日数

60日
(15年度)

60日
(16年度)

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。

男女雇用機会均セミナー等の参加者
数

２４３人
（15年度）

３００人
（16年度）

ﾃｸﾉﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ利用者数・個人・事業所
個人48,275人
事業所　296所
（15年度）

個人51,000人
事業所　310所
（16年度）

技能五輪地方大会参加者数
３３人

（15年度）
４０人

（16年度）

技能検定受験者数（うち若者(30歳未
満)の受験者数）

2,910人（975人）
（15年度）

3,000人（1,024人）
（16年度）

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

充足率75%
就職率　%
（15年度）

充足率78%
就職率　%
（16年度）

委託訓練の定員充足率、就職率
充足率80%
就職率　%
（15年度）

充足率85%
就職率　%
（16年度）

労働者福祉の向上雇用労働課
失業者を無くすこと。求職者の方々が一人
でも多く、一日でも早く就職できるよう支
援いたします。

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。

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。

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。

職業能力開発課

産業人材の育成

公共職業訓練の実施

職業訓練を実施し、県民の就業の安定、円
滑な再・転職を支援するとともに、技能の
向上・承継や基幹人材の育成を通し、産業
の活性化・振興を図ります。



部内各課の連絡・連携を
図り、適正な組織運営に
努めているところです。

さらなる部内各課の連
絡・連携を図り、適正な
組織運営に努めます。

15年度 16年度

平成15年度から実施
効率的・効果的な試験研
究体制の整備に努めま
す。

15年度 16年度

適正に実施されているこ
と

適正に実施されているこ
と

15年度 16年度

電子メール等の活用によ
り情報の共有化を図って
います。

電子メール等を積極的に
活用し、情報の伝達を迅
速に行います。

１５年度 １６年度

0 100件

15年度 16年度

100% 100%

15年度 16年度

100% 100%

15年度 16年度

9人 79人

14年度 17年度

2組織 10組織

14年度 17年度

ー 統合

15年度 16年度

84% 84%

14年度 18年度

基本計画策定時と公園予
定地の周辺環境が大きく
変化しています。

周辺環境を把握し、事業
展開方向に役立てます。

15年度 16年度

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

公社の統合

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。

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

部名：　　農　林　水　産　部

地域における農山漁村女性団体ネッ
トワーク数

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。

ちば食育ボランティアの活動報告数

死亡牛(24ヶ月令以上）検査実施率

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。

千葉県試験研究機関評価委員会にお
いて検討されます。

現状
（基準年）

女性の農業委員数

　　「日本一の安心農産物『千葉ブランド』の確立」と「国際化に対応した力強い農林水産業の展開」及び「森林の保全と総合利用」を図るため、
　○安心農産物「千葉ブランド」を確立し、県民に信頼をもって受け入れられるよう、生産から流通に至る幅広い施策の展開
　○元気いっぱいな経営体を育成し、品質が優れ、高く売れる農産物を安定的に生産できるよう、力強い農林水産業の展開
　○森林の多面的な機能の持続的な発揮とそれを支える林業・木材産業の活性化
などを総合的に実施し、「安全・安心な食料の安定供給」と「農業の持つ多面的機能の保全と活用」に努めていきます。

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。

農林水産政策課

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。

公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を
図ります。

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。

食育を推進（食材豊富な千葉県に育った喜び
と健康の実感）します。

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。

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。

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。

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の高度利用が確立を図
ります。

空港周辺地域の農業振興や地域の活性化を図
ります。

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。

食用牛全頭検査実施率

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。

内部管理業務

食の安全・安心対策

生産振興・経営支援対策

地域資源・地域環境対策

　本県の豊かな大地と海、首都圏に位
置する優位性を活かし、関係者の創意
工夫による新たな農林水産業を展開す
るとともに、これまで以上の生産力を
確保し、県土保全や交流の場としての
機能を十分に果たすことができる農林
水産業を未来に引き継いでいきます。



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

３０総合農協 28総合農協

15年度 １６年度

４１沿海漁協数 ４１沿海漁協数

１５年度 １６年度

100% 100%

１５年度 １６年度

４組合 ７組合

１５年度 １６年度

７８組合 ７２組合

１５年度 １６年度

６５０ｈａ ２，０００ｈａ

１５年５月 １６年度

２４地区 ４０地区

１５年５月 １７年度

２３品目 ４０品目

１５年５月 １６年度

59% 70%

１５年度 １８年度

０店 １１0店

１５年度 16年度

なし システム稼動

１５年度 １７年度

3,522 6,071

１５年３月 １７年３月

22% 46%

１５年３月 ２１年３月

9,728 10,020

１５年３月 １６年度

3地域 6地域

１５年度 １６年度

30人 60人

１５年度 １６年度

150箇所 １６５箇所

１５年度 １６年度

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。また農業者､漁業者等の経営
の安定を図るため､融資等を行ないます。

借受希望者に対する融資率

農業共済常例検査数

農林振興課

団体指導課

流通販売・消費対策

課内各室の連絡・連携を
図り、適正な組織運営に
努めているところです。
また、紙面による資料等
と電子メールの併用によ
り、情報の伝達を実施し
ています。

さらなる課内各室との連
絡・連携を図り、適正な
組織運営に努めます。
また、電子メール等を積
極的に活用し、情報の伝
達を迅速に行います。

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。

農協､漁協､森林組合､常例検査実施団
体数

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。

　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

ちばエコ農業産地指定

ちばエコ農産物品目数

ちばエコ農産物の作付面積

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。

食品販売店等における適正表示率

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。

「千葉ブランド」販売モデル・協力
店

千産千消ネットワークシステム

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。

ヒアリング指導の実施団体数

グリーン・ブルーツーリズムモデル
事業実施地域

グリーン・ブルーツーリズムインス
トラクター養成数

市民農園開設数

認定農業者数（経営体）

農地利用集積率

農地の利用権設定等面積(ha)

生産振興・経営支援対策

内部管理業務

食の安全・安心対策

生産振興・経営支援対策

地域資源・地域環境対策

　担い手の生産活動を支援するよう農
協や漁協などの協同組織の適正な運営
を確保するとともに､常にニーズに対
応した事業展開が図られるよう改革を
支援し、さらに担い手の規模拡大や新
事業への取組に、また被災した際の再
生産に必要な金融支援を行ないます。

　消費者の求める食の安全・安心シス
テムの構築、消費者ニーズに対応した
産品づくりと多様な流通・販売対策の
強化、持続的発展が可能な農業経営体
の育成・確保及び都市と農村の交流に
よる地域農業の振興などの対策を実践
的に展開し、全国に誇れる「千葉ブラ
ンド」の確立を目指します。



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

102,345 99,800

14年度末 22年度末

53% 56%

14年 24年

4,537ha 10,053ha

15年 25年

1,358ha 1,965ha

15年 25年

　２６８ｈa 　４３１ｈａ

１６年 １８年

25.6% 29.9%

１６年 ２０年

　８．０㎞ ３８．５㎞

１６年 ２６年

１１１箇所 １３６箇所

１６年 ２０年

地域資源・地域環境対策

耕地課

農地課

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る。 農村整備課

  農業・農村は食糧の安定供給や県土
保全の役割を担うと共に、都市住民へ
の潤いや安らぎを与える貴重な空間で
あることから、農業の持続的発展のた
めの農業生産基盤の整備や農村の振興
のための環境基盤の整備を推進する必
要があります。
　そこで、農業生産の維持・向上と農
家経営の安定、農村環境の改善､水質
保全､災害の防止や農村住民の安全等
を図るため、農道整備事業､農業集落
排水事業、農地防災事業等を実施し
て、生産性の高い農業の確立と活力あ
る住みよい農村社会を実現します。

用排水施設の整備後の効果発生面積
（受益面積）

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。

農用地区域内農地面積(ha)

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。

農業集落排水整備率

広域営農団地農道整備
供用延長

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
受ける恐れがある。自然災害を未然に防止す
るため農地や施設の整備を行い農業経営の安
定と県土の保全を図ります。

ため池等整備箇所数
（要整備箇所数１７７箇所）

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る。

土地改良総合整備後の水田
の汎用化面積

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。

多面的機能を持つ水利施設の効果発
生面積（受益面積）

水田のほ場整備率
（標準区画　30a)

地域資源・地域環境対策

生産振興・経営支援対策

　農業の生産性の向上や効率的かつ安
定的な農業経営を営むためには、良好
な営農条件を備えた農地を確保し、有
効利用を図ることが、重要である。こ
のため、地域の特性に応じた自然環境
の保全や美しい景観の形成等に配慮し
つつ、農地の大区画化や水田の汎用
化、用・排水の整備等の農業生産基盤
整備を推進します。

  農地を農業生産活動や県土保全、自
然環境保全など、県民にとってかけが
えのない財産として、確保を図りま
す｡

生産振興・経営支援対策

生産振興・経営支援対策



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

ー 5品目

16年度

0 500人

15年度 16年度

ー 3品目

16年度

0 14

15年度 16年度

ー 5品種

1８年度

ー 奨励品種指定

19年度

１７９人/年 ３００人/年

１４年 16年度

145人 200人

１４年 17年

６．８億円 10億円

14年 17年

１０．4万件/年 ２０万件/年

14年 18年

54 １００（累計）

14年度 16～17年度

24 30

7-15年度 16-24年度)

64.40% 68.00%

１４年 19年

3 6

１４年 19年

0 3

１４年 19年

39,583㎡ 80,000㎡

１４年 19年

農業改良課

適正な内部組織・定数､人事の管理を行いま
す。

地域資源・地域環境対策

県産米の信頼性を向上する水稲品種のDNA識別
技術の開発

本県農業者、消費者の生活に役立つ試験研究
を行います。

 県内の農業者に対し、農業経営や農
家生活に役立つ知識や技術を、タイム
リーに、そして、わかりやすく提供す
るとともに、農業・農村の中核となる
担い手の確保・育成を図ることによ
り、消費者に「安全で安心・新鮮でお
いしい」農畜産物を安定的に供給しま
す。

流通販売・消費対策

食の安全･安心対策

食育ボランティア育成数

トレーサビリティの最先端手法の検証等

実験品目数（ICタグ）調査・研究

グレードアップ産地における生産履
歴記帳産地数

識別品種数研究開発

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。

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。

適正な予算・決算の管理､その屋の内部管理業
務を行います。

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。

選抜試験・栽培試験の実施

食の安全・安心を推進します。

「ちばエコ農産物」技術開発品目数

内部管理業務

さらなる課内及び出先機
関職員の連絡・連携を図
り、適正な組織運営に努
めます。

個人配布パソコン等を今
まで以上に活用し、事務
の効率化に努めます。

課内及び出先機関職員の
連絡・連携を図り、適正
な組織運営に努めます。

課内及び出先機関の予
算・決算の管理を適正に
行います。

新品種育成数

生産振興・経営支援対策

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。

新規就農者の確保

女性起業家の育成

県内20地域の産地における販売額の
増加額

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。

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。

ゴルフ場における無農薬化対策を進めます。

農薬使用量の削減率（対前年比）

耐病性芝草新品種登録数

無農薬化関連技術の特許取得件数

県の育成した芝草新品種の県内普及
面積

ホームページ「ちばの農林水産業」
へのアクセス数

試験研究成果発表会での発表



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

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。

課内各室と連携して、課
題への対応を図っていま
す。

情報の共有、周知徹底に
つとめ、的確な課題対応
を図ります。

42種類77品種 25種類58品種

14年度 16年度

2法人 3法人

15年度 16年度

16作物・20農薬 22作物・34農薬

15年度 16年度

585 1,400

15年度 16年度

1,038人 1,000人

15年度 16年度

950人 1,000人

15年度累計 16年度累計

40検体 100検体

15年度 16年度

- 10箇所

15年度 16年度

- 10箇所

15年度 16年度

- 50人

15年度 16年度

-
水稲、野菜、果樹部門の

農家で記帳

15年度 18年度

- 5地区

15年度 16年度

ー
東アジア、アメリカを中
心とした輸出先の開拓

15年度 16年度

　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りま
す。

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。

部及び課内の連携、連絡
を図り、適正な組織運営
に努めています。

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。

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。

園芸農産課

原種配布対策

公益法人指導

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。

農薬適用拡大試験

さらに連携・連絡を強
め、適正な組織運営に努
めます。

農薬使用取締（検査・指導）

農薬安全使用研修会

農薬管理指導士の認定

県産農産物残留農薬分析

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。

輸出事業については段階的に取組む
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

推進指導員の設置等

生産管理記帳マニュアルの作成・配
布

トレーサビリティシステムの導入

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おこないま
す。

地域推進協議会の開催

記帳研修会等の開催

流通販売・消費対策

食の安全･安心対策

内部管理業務



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

2,042ha 2,100ha

13年度 16年度

152箇所 155箇所

14年度 16年度

56箇所 85箇所

13年度 16年度

5回 5回

15年度 16年度

4回 4回

15年度 16年度

66.5 68

15年度 16年度

73% 85%

14年度 16年度

ﾗｲｽｾﾝﾀｰ数219 ﾗｲｽｾﾝﾀｰ数220

15年度 16年度

480 482

15年度 16年度

1.6t 1.6t

15年度 16年度

11回 11回

15年度 16年度

11回 11回

15年度 16年度

1,000部 1,000部

15年度 16年度

0 1

15年度 16年度

455 500

15年度 16年度

113 114

15年度 16年度

3,560t 3,560t

15年度 16年度

　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りま
す。

地域資源・地域環境対策

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。

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。

園芸農産課

落花生生育情報の提供

水稲種子更新率(%)

検査1等級米比率

施設化面積

集選果施設整備数

予冷施設整備数

水稲生育情報の提供

集落・産地計画策定数

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。

廃プラスチックの処理量

病害虫防除指針

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の構築を図ります。

バイオマス利活用モデル地区数

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。

エコファーマーの数

稲作の基幹施設整備(ライスセン
ター）

水稲・麦・大豆の生産組織数

落花生の種子確保量

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。

病害虫発生予察情報会議の開催

病害虫発生予察情報情報の提供

生産振興・経営支援対策



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

0 4団体

15年度 17年度

0 ３万頭

15年度 １８年度

20組織 17組織

15年度 16年度

15% 20%

15年度 20年度

1,150頭 1,200頭

15年度 17年度

７９ha 110ha

14年度 17年度

17件 0

14年度 19年度

28件 0

14年度 19年度

41% 45%

15年度 20年度

0 5組合

15年度 18年度

0件 150件

16年度 18年度

54.30% 100%

15年度 １６年１１月

69,015人 現状維持

14年度 16年度

畜産課

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。

流通販売・消費対策

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します。

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。

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。

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。

紙面による資料等と電子
メールの併用により、情
報の伝達を実施していま
す。

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。

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。

課内の連絡・連携を図
り、適正な組織運営に努
めています。

電子メール等を積極的に
活用し、情報伝達を迅速
に行います。

さらなる課内の連絡・連
携を図り、適正な組織運
営に努めます。

内部管理業務

届出伝染病発生件数

牛の飼養管理情報データｰベース参加
団体数

豚トレーサビリティ実施出荷頭数

食の安全・安心対策

乳用牛群の検定牛率

和牛繁殖雌牛の飼養頭数

発酵粗飼料用稲の作付面積

法定伝染病発生件数

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。

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。

適正処理率（法適用対象農家ベー
ス）

酪農のさと来園者数

地域資源・地域環境対策

酪農ヘルパー酪農家参加率

養豚ヘルパー組合設立数

指導件数

生産振興・経営支援対策

酪農組織の合併

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。

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



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

千葉県森林審議会への諮
問を経て，千葉南部地域
森林計画を策定する。

16年度

365ha 500ha

15年度 16年度

606，975ｍ（整備率
54％）

609,500m（整備率55％）

15年度 16年度

19組合
17年度末までに県下１組
合に合併する実行計画を
策定

15年度 16年度

1，590㎥ 2，000㎥

14年度 16年度

3，233百万円 3，400百万円

14年度 16年度

9,539ha 9,800ha

14年度 16年度

43% 44%

14年度 16年度

200箇所 300箇所

15年度 16年度

174回
8,223人

210回
10,000人

14年度 16年度

加入見込
2,680ha/年

加入見込
2,700ha/年

15年 16年

0件 100件

14年 24年

95万人 100万人

14年 20年

2,587 2,348

15年見込み 16年

みどり推進課

山火事防止運動を実施し、貴重な森林資源の
焼失を未然に防止します。

地域森林計画の策定

林務課

生産振興・経営支援対策

教育の森利用回数

地域資源・地域環境対策

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策定するとともに，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
利用を促進する。

学校施設・公共事業における木材利
用量（間伐材を含む）

森林整備面積

千葉南部地域森林計画
（11年度樹立）千葉北部
地域森林計画（14年度策
定）

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

林道（自動車道）の整備

森林組合の広域合併に向けた改革プ
ラン策定

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。

特用林産物の生産額

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。

地域資源・地域環境対策

森林国営保健の加入面積

｢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。

里山活動協定の知事認定件数

県民の森入園者数

保安林の指定面積

山地災害危険地区に対する治山事業
の実施割合

巨樹・古木の選定による県ホーム
ページでの紹介

 森林の保全と総合利用を基本に，地
域資源の保全・活用及び森林の持つ多
面的機能の持続的発揮，緑豊かな住み
良い環境の維持を図ります。
  また，森林の多面的機能の発揮を担
う林業・木材産業の振興及び農山村の
活性化を図るため，県産材の利用やシ
イタケ等の特用林産物生産の振興を促
進します。

　県民と協働して「みどりづくり」を
進め，生活環境の保全など「みどり」
の有する機能の維持向上と，野外活動
や社会責献活動の場として「みどり」
の空間を活用するとともに，みどりの
資源の有効利用を図ることにより、県
民の安全と健康で環境に優しい生活を
確保します。



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

２業種 ９業種・１０品目

15年 19年までの累計

１５校 ７５校

15年 19年までの累計

なし 直送体制の事業化

15年 19年

　０品 ３品

15年 18年までの累計

２０．２万トン ２５万トン

14年 24年

２７．２万トン ３５万トン

14年 24年

７千人 減少に歯止め

14年 24年

１７０立方メートル ８５０立方メートル

15年 19年までの累計

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・保全する
とともに、漁業操業の安全を図ります。

  安全で安心できる新鮮な水産物の安
定供給と水産業の健全な発展を図るた
め、漁船漁業の振興、水産物流通の機
能強化、水産加工業の振興及び水産業
の担い手の育成を推進します。

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。

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。

水産課

生産振興・経営支援対策

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。

課内及び出先機関と連絡
調整を図っています。

更に課内・出先機関と連
絡調整を図ります。

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。

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。

個別事業所への衛生管理指導を行う
加工業種数

学校給食への水産物の提供

水産局政策の企画立案を行います。
局内の事業に係る企画及び連絡調整
を行います。

局内各課と連絡を密にし
適正な企画立案を図って
います。

電子メール等を積極的に
活用し、企画立案に努め
ます。

朝揚げ水産物の直送体制

加工新製品の開発

流通販売・消費対策

食の安全・安心対策

内部管理業務

 海底障害物除去地域資源・地域環境対策

海面漁業・養殖業生産量／年

水産加工品生産量／年

漁業就業者数／年



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

年３回 年３回

15年度 16年度

８魚種４３検体 １０魚種５２検体

15年度 16年度

９１９万尾／年アユ２９
万尾

９１９万尾／年アユ３１
万尾

15年度 16年度

海面３７７ｔ
内面２３ｔ

海面３７８ｔ
内面２１ｔ

15年度 16年度

３魚種調査 資源管理方針の提示

15年度 19年度

魚礁24,414空㎥
増殖場造成
０．３８ｈa

魚礁85,100空㎥
増殖場造成
１．８ｈa

14年度 18年度までの累計

２回／月 ２回／月

15年度 16年度

17% 100%

15年度 23年度

90% 100%

15年度 16年度

漁業資源課

　本県の沿岸漁業従事者の経営安定と
消費者への安心・安全な水産物の安定
的供給を目指し、漁業資源の増大と資
源管理の推進、沿岸漁場の整備・造成
及び漁場環境の保全等に取り組みま
す。

生産振興・経営支援対策

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。

貝毒検査

養殖魚の医薬品残留検査

食の安全・安心対策

人工種苗５魚種の種苗放流

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。

種苗の放流

資源管理の基礎調査（５か年計画）

漁場の造成（５か年計画）

三番瀬漁場再生調査

漁港漁場整備事業（県管理漁港１３
港）の整備率

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います。

埋立及び道路等の整備面積

漁港課

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、漁港整備を推進します。

  水産業の健全な発展と安全な水産物
の安定供給を図るため、漁港漁場整備
事業など総合的かつ計画的な推進と施
設の適正な維持管理を行い､都市住民
との共生･対流により、漁業を中心と
した地域に活力をもたらし､豊かで住
み良い漁村の振興を図ります｡

生産振興・経営支援対策



管理課

部名：　　土　木　部

（１５年）

60%

（２５年）

65%

電子メール等を積極的
に活用し、情報の伝達
を迅速に行います。

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

建設業法に基づく許
可・指導・相談を適正
に行ってきました。

建設工事にかかる入
札・契約制度の適正な
運用とその指導および
同制度の改善を適切に
行ってきました。

さらなる、許可・指
導・相談を適正に行い
ます。

電子メール等を積極的
に活用し、情報の伝達
を迅速に行います。

紙面による資料等と電
子メールの併用によ
り、情報の伝達を実施
しています。

国道・県道の整備

県民の利便性向上、安全で安心した日常
生活の確保を図り、経済的にも文化的に
も自立した魅力ある千葉県づくりを目指
します。

幹線道路や生活基盤としての道路
の整備推進

県民生活や産業を支える社会基盤の整備を進めて行きます。

目標
（目標年）

道路計画課

道路建設課

紙面による資料等と電
子メールの併用によ
り、情報の伝達を実施
しています。

さらなる部内各課との
連絡・連携を図り、適
正組織運営に努めま
す。

土木部各課が、その使命・役割を発揮で
きるよう、適正な組織運営を行います。

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。

部内各課の連絡・連携
を図り、適正な組織運
営に努めているところ
です。

建設工事にかかる入
札・契約制度の適正な
運用、指導および同制
度の改善を適切に行い
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。

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

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

建設業法を遵守させることにより、建設
工事の適正な施工を確保し、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。

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。

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および同
制度の改善を適切に行います。

　土木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うと
ともに建設業法の施行、建設工事に係る
入札・契約制度の適正な運用と改善を行
います。

土木部（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

土木部の政策の企画・立案にあたって、
情報の提供及び連絡調整を行います。

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。

94%

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。

県都１時間構想達成率

高規格幹線道路や地域高規
格道路等の整備

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。

高規格幹線道路整備率

59%

（１４年） （１７年）

効率的で効果の高い道
路整備を進めていると
ころです。

 引き続き、効率的で効
果の高い道路整備を進
めてまいります。

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

　県民の利便性向上、安全で安心した日
常生活の確保、千葉らしい個性豊かなま
ちづくり、並びに県内産業の振興等を図
り、経済的にも文化的にも自立した魅力
ある千葉県づくりを目指すため、県管理
国道、並びに県道等についてバリアフ
リーや環境にも配慮しながら整備を進め
ます。



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

安全性を確保する交通
環境整備を実施してい
ます。

引き続き、安全性を確
保する交通環境整備を
推進します。

ー
平成１６年度末までに
護岸設計を完了しま
す。

ー
2010年において、「岸
から沼底が見える」清
澄性を目指します。

災害に強い道路の整備
災害に強い道路整備を
実施しています。

引き続き、災害に強い
道路整備を推進しま
す。

海岸における海の家の不法占用を解消し
ます。

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

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

河川に係る施策の企画、
立案、推進及び河川・海
岸等の適正な管理の推進

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。

道路維持課

道路の適正な維持管理と
快適な道路（歩行）環境
の整備

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。

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。

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

安全性を確保する交通環境の整備

人にやさしい歩行空間の整備
人にやさしい歩行空間
づくりを実施していま
す。

引き続き、人にやさし
い歩行空間づくりを推
進します。

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。

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。

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。

不法係留対策を推進し
ています。

引き続き、不法係留対
策を推進します。

海岸法の適切な運用を図ります。
不法占用対策を推進し
ます。

引き続き、不法占用対
策を推進します。

投入事業費
河川整備を推進してい
ます。

引き続き、河川整備を
推進します。

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。

投入事業費
良好な河川環境の整備
と保全を推進していま
す。

引き続き、良好な河川
環境の整備と保全を推
進します。

引き続き、土砂災害防
止施設の整備を推進し
ます。

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。

投入事業費
海岸整備を推進してい
ます。

引き続き、海岸整備を
推進します。

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。

投入事業費
土砂災害防止施設の整
備を推進しています。

安全で清らかで豊かな千
葉の川づくりの推進

１時間あたり５０ﾐﾘﾒｰﾄﾙの降雨（おおむ
ね１０年に一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。

投入事業費
河川整備を推進してい
ます。

引き続き、河川整備を
推進します。

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。

投入事業費
良好な河川環境の整備
と保全を推進していま
す。

引き続き、良好な河川
環境の整備と保全を推
進します。

　千葉県が所管する一般国道及び県道を
適切に維持・管理するとともに、自転
車・歩行者等の安全な通行の確保を図
り、県民一人一人が安全で安心して暮ら
せる千葉県を創造します。

河川海岸課

　洪水・高潮・土砂災害などの自然災害
から県民の生命・財産を守り、河川・海
岸を適正に利用・管理し、河川・海岸環
境の整備と保全を行うための施策を企
画、立案及び推進するとともに、基盤施
設の整備を行うことにより、誰もが安全
で快適に暮らせる県土の形成を目指しま
す。

　首都圏整備法における近郊整備地帯に
係る河川「都市河川」について、豊かで
安心して暮らせる社会を願う「安心」の
視点、自然と共存した社会を願う「自
然」の視点、自由で個性豊かに暮らせる
社会を願う「地域」の視点から川づくり
を進めます。

都市河川課



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

４地区 １５地区

（15年度） （20年度）

実施地区なし
千葉港、木更津港７地

区

（15年度） （16年度）

個別訪問26社
説明会１回
個別訪問30社

（15年度） （16年度）

42,650TEU 約43,000TEU

（15年） （16年）

６回開催 ６回開催

（15年度） （16年度）

164,700万トン 17,250万トン

(１１年) （２０年代前半）

9,140万トン 9,530万トン

(８年) （２０年代前半）

港湾の適正な管理運営と
効果的な振興

港湾施設等の適正な管理運営を実施しま
す。

港湾施設の適正な維持管理
港湾施設の適正な維持
管理に努めています。

引き続き、港湾施設の
適正な維持管理に努め
ます。

臨港地区指定地区の拡大

港湾施設保安措置の実施

港湾統計調査の確実な
処理に努めています。

引き続き、港湾統計調
査の確実な処理に努め
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。

ポートセールスの実施（説明会、
個別訪問）

コンテナ貨物取扱量の維持・拡大

ポートパークイベントの開催（フ
リーマーケット開催）

港湾統計調査の確実な処理

５０万人
（２２年）

高潮災害の防止やウォーターフロントと
しての特性を生かした、快適で潤いのあ
る環境の創出などが求められているため
それらに対応した整備を進めます。

木更津港における取扱貨物量

木更津港における港湾利用者数 -
１０万人
（２０年）

経済のグローバル化、産業貿易の変化、
アジア諸国の経済発展など、港湾を取り
巻く情勢は大きく変化しており、港湾間
競争や船舶の大型化、輸送技術の革新な
どへの適切な対応を図ります。

千葉港における取扱貨物量

千葉港における港湾利用者数

公共建築物の整備

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。

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工事を実施
します。

-
地域社会の発展を支え、環
境と生活に密着した千葉の
港づくり

事業課から依頼のあっ
た公共建築物の整備等
を実施しているところ
です。

適切な技術援助を行
い、計画的で無事故で
の整備を実施します。

新技術導入による環境負荷低減等
を推進します。

新技術の調査・研究・
導入の推進を図ってい
るところです。

環境対策及びユニバー
サルデザインの導入を
積極的に図ります。

コスト縮減を推進します。
設計段階でのコスト縮
減を検証しています。

原則全ての物件にコス
ト縮減手法を導入しま
す。

公共建築物を所管する
各課から依頼のあった
工事を執行していると
ころです。

関係各課との一層の連
携や新技術などの導入
等により、改修工事の
効率化を図ります。

施設改修課

公共建築物の改修工事の
適正な執行

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。

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。

　公共建築物の改修工事を、予算内で適
正に執行し、工期内に安全に完成させま
す。

　良質な公共建築の整備が出来るよう適
切な営繕計画を作成するとともに事業課
を支援します。

　本県は、三方を海で囲まれており、本
県の産業や経済の発展に港湾エリアの振
興は不可欠です。港湾法、公有水面埋立
法に係る港湾管理及び施設の維持管理を
円滑に実施するとともに、国際物流拠点
及びレクリエーション拠点として親しみ
とにぎわいのある港湾振興を図ります。

港湾振興課

営繕課

港湾整備課

　県民生活の向上と産業支援を図るた
め、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩
序ある整備を推進します。
高潮などの被害から県民の生命財産を防
護するための海岸保全施設の整備を推進
するとともに、海岸環境の整備と保全を
図ります。



目標
（目標年）

達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

各年1回 各年1回

（15年度） （16年度）

年1回（各事務所） 年1回（各事務所）

（15年度） （16年度）

随時 随時

（15年度） （16年度）

随時 随時

（15年度） （16年度）

－ －

（15年度） （16年度）

－ －

（15年度） （16年度）

進捗率84.01% 譲与の完了

（15年度） （16年度）

法廷手続き 法廷手続き

（15年度） （16年度）

随時 随時

（15年度） （16年度）

(1)　法律の規定による届出件
数、現場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ結果から法施行の
実態把握に努めます。

(1)　法の実効性を確保
するために出前説明
会、届出済ｼｰﾙ制度及び
関係業界に対しｱﾝｹｰﾄ調
査等を実施します。

(1)　建設ﾘｻｲｸﾙ法を遵
守し、建設資材廃棄物
の適正な推進を図りま
す。

(2)　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。

(2)　「千葉県建設ﾘｻｲｸ
ﾙ推進計画2003」の実績
値
　①　建設廃棄物全体
の再資源化・縮減率：
８４％
　②　建設発生土の有
効利用率：５４％

(2)　左記の目標値
　①　８８％
　②　７５％

　(平成１７年度)

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ます。

適性かつ円滑な用地取得

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。

初級・中級の段階別の研修を開催
します

各関係機関への巡回指導を行いま
す。

年間を通じた困難事案に対する指
導・助言します。

円滑な用地取得を支援します。

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
の審査を行います。

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。

国・県有財産の適正な管
理及び県有財産の処分

国交省所管法定外公共用財産の譲与を完
了するよう務めます。

市町村への指導・進行管理を行い
ます。

国交省所管の法定外公共用財産の管理に
係わる訴訟事務の円滑な処理を行いま
す。

法廷活動を通じ早期解決を図りま
す。

国有・県有財産の適正な管理及び処分の
推進します。

隣接地権者への意向確認及び一般
競争入札を開催します。

適正な公共工事等を執行す
るための指導・管理・検査

１　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。

２　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。

３　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。

４　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。

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・助言する。また研修
会・講習会の実施により、安全対
策を徹底します。

安全対策委員会の開催
や研修会・講習会の実
施により、工事の事故
防止を図っているとこ
ろです。

県関係機関及び工事関
係者に対して、さらな
る安全対策を徹底し、
事故防止に努めます。

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
行きます。

関係者による新技術に
関する情報提供の場や
組織化を図っていると
ころです。

更なる新技術の活用を
目指して情報の提供を
はかっていきます。

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。

評定結果を受注者に通
知し、公平な評価に努
めているところです。

工事目的物及び成果品
のさらなる品質向上に
努める。成績評定はさ
らなる公平化に努めま
す。

　公共工事の適正な執行を推進するた
め、技術的な指導、管理、検査及び技術
分野の拠点づくりに努めます。
　また、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（建設リサイクル
法）」（解体業者登録・建設工事現場内
分別）の適正な推進に努めます。

用地課

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

技術管理課



開発に係る諸法令の規定に基づく許
可、承認、確認に係る申請が、標準
処理期間内に処分される割合

100％
(15年度)

100％
（16年度）

適正な開発計画に誘導するための、
県民・事業者からの開発に係る事前
相談への対応

1500件
(15年度)

1500件
（16年度）

開発許可基準の情報提供に係る県庁
HPへのアクセス数

8000回/年　（15年度）
8000回/年　　　（16年

度）

状況に応じた開発許可基準の適宜適
切な見直し及びその周知

１回程度／年
(15年度)

1回程度／年
（16年度）

違反宅地開発事業の行為者に対する
早期是正指導

県下一斉パトロール年2回
（15年度）

違反宅地の早期発見・早期是
正

（16年度）

判定士の登録数の増加（養成講習会
の開催）

2.7名／10万人
（15年度）

適正な都市的土地利用の
実現

180件
(15年度)

200件
(16年度）

業者講習会参加率
9,203人
(H15年度）

業者参加率100％を目指
します。

４回　　　（16年度）

都市計画研修会等の開催 ３回　　　（15年度）

　
内部管理業務、都市政策
の立案・調整など

時代の大きな変化を背景とした千葉の都
市づくりの課題を再点検し、県民一人一
人が真に豊かさを実感できる21世紀の都
市づくりに向け、都市政策の検討、立案
を進めます。

都市計画の推進
「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。

都市計画審議会の開催回数 ４回　　　（15年度）

施策の目的 検証指標・手段

市街地形成の基本方針の策定をお
こないます

課題の把握と方向性の
検討

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名

　業者が市場の変化に適正に対応できる
事業環境を整えることにより、不動産業
の健全な発展を図ります。

　被災宅地危険度判定士を活用して宅地の被
害状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定
を実施することによって、二次災害を防止
し、もって住民の安全の確保を図ります。

都市政策課

消費者講習会の開催

4,957件
(15年度)

質の向上により、相談
者の満足度を高めま
す。

基本方針の策定

３回　　　(16年度）

 「千葉主権の確立」に向け、都市部の組
織運営方針に従い、「 ちば2004年アク
ションプラン」に掲げられている重点施
策を中心に、都市計画見直し方針の策
定、各種の都市計画手続き、変革と創造
の時代の新たな都市政策の立案ととも
に、主管課としての部内の取りまとめ業
務を着実に実施します。

まちづくりＮＰＯフォーラムを開
催します

ＮＰＯとのまちづくり
懇談会の開催（15年
度）

まちづくりＮＰＯフォー
ラムの開催（16年度）

部名：　　都　　市　　部

未実施
(15年度）

実施
(17年度)

　開発行為等の指導・監督により、無秩序な
開発や違反宅地開発を未然に防止し、計画的
で良質な宅地開発を適切に誘導します。

現状
（基準年）

　都市部の使命は、県民に安全、快適で魅力のある都市の生活空間を提供し、もって県民福祉の増進に寄与することにあります。かって、経済の高度成長と軌を一にした大都
市圏への人口集中に起因する様々な都市問題への対応が急がれ、規制の強化と都市基盤施設の「質的充足」に追われてきました。今、少子高齢化の急速な進展や分権型社会へ
の移行など、時代の大きな転機を迎えている中で、県民のニーズを的確に捉え、個性豊かな都市づくり、ユニバーサルデザイン、環境との調和など「質的満足」への転換を積
極的に進めていきます。

目標
（目標年）

各種研究会・検討会の開催

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

4名／10万人
（17年度）

未実施
(15年度）

実施(16年度)

宅  地  課

　'住みよいまちづくりを進めるため、安
全で良好な宅地の供給を誘導するととも
に、県民が安心できる適正な不動産取引
を推進します。

　取引についての機会が少なく、かつ高
額である宅地建物取引において、消費者
が安心して取引を行えるよう、消費者の
利益保護と知識普及を図ります。

取引相談（事前、紛争）

　宅地建物取引業者が、宅地建物取引業
法及び不動産に関する諸制度に精通し遵
守することにより、消費者に損害を与え
ないよう、業者の資質向上を図ります。

対面指導件数（呼出、店舗調査）宅地建物取引の公正確保
と不動産業の健全な発展



施策の目的 検証指標・手段課の使命・役割 施　策　名課　名
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

　県民にとって限りある財産であり、生活・
生産の基盤である県土を、国土利用計画法の
趣旨に添って同法に基づく届出を処理し、適
正かつ合理的な土地利用を図ります。

国土利用計画法に係る届出の標準期
間内の処理率。適正な運用のため法
の趣旨・目的等の県民・不動産業者
等への周知・広報活動

100％
パンフレット、ポスター

による広報
(15年度)

100％
年4回程度、不動産業者の
研修等での広報活動

（16年度）

　地価調査事業や、国の事業である地価公示
への協力を通じ、一般の土地取引の指標とし
て県内各所の地価情報を県民に積極的に提供
する等により、適正な土地取引価格の形成に
寄与します。

地価情報に係る県庁HPへのアクセス
数

県内950調査地点に係るHP
等による情報提供　[アク
セス数4000回/年]
（15年度）

県内940調査地点に係る情
報提供HPの内容改善・充
実・アクセス数増加

（16年度）

緑の基本計画策定市町村
２０　市町村
（1５年度）

２４　市町村
（1６年度）

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を形成
するため、緑地の保全、風致地区、生産
緑地等を推進します。

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。

緑地保全地区を定めて
いる市（５市、千葉市
除く）
（１５年度）

新たな緑化地域等を定
める市町村との協議・
調整及び制度の周知に
努めます。
　（１６年度）

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

既に景観条例あるいは
要綱を制定している市
町(15市町)
（１５年度）

景観条例等を定めてい
る市町村の景観法に基
づく施策への移行及び
新たに景観計画等を策
定する市町村の拡大。
(２１年度)

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

成田市内にある国道295
号の一部区間を指定。
（１５年度）

我孫子市の手賀沼北部
にある都市計画道路沿
道を指定。
（１６年度）

下水道事業の整備促進

　下水道事業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。

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。

有効利用した発生汚泥量
（脱水ケーキベース）

約　７万トン
（14年度）

約 ７万４千トン
（16年度）

　下水道処理人口普及率
５９．６％
（14年度）

６１．６％
（16年度）

５．９
（㎡／人）
（１４年度）

６．８
（㎡／人）
（２２年度）

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。

県民1人当たり都市公園面積（都
市計画区域）

６３％
（２０年度）

１２．３％
（１５年度）

７２．７％
（２０年度）

都市整備課 市街地整備事業の推進

県民が安心できる土地取
引の基盤づくり
－適正かつ円滑な土地取
引の推進－

　中心市街地の活性化のための拠点づく
りや都市の再生、誰もが安心して暮らせ
る安全なまちづくり、そして地域住民と
一体となった住民参加の「まちづくり」
が必要です。このため、再開発事業や土
地区画整理事業により、既成市街地及び
新市街地の整備を着実に進めるため、
「まちづくり」の主体である市町村との
連携のもとに都市基盤の整備を進めま
す。

事業実施中地区を対象とした整備
状況（事業費ベースでの割合）

４８，０％
（１５年度）

　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。

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。

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。

　国土の開発及び保全、利用の高度化に資す
る地籍調査事業の推進を図り、地籍を明確化
することを通じて土地取引円滑化の基盤作り
を期します。

公園緑地課

下水道計画課
下水道整備の推進と流域
下水道の適切な維持管理

豊かな緑と美しい景観の
実現

　都市公園・緑化整備することによっ
て、人々に「潤い」と「やすらぎ」をも
たらすとともに､大気の浄化等環境の保全
及びレクリエーション、都市防災等、安
全・快適な都市生活空間を提供し、県民
の福祉向上に寄与するものであり、県･市
町村と連携した整備を推進してまいりま
す。また、近年、生活にうるおいや豊か
さが実感できる魅力あるまちづくりへの
関心が高まっており、市町村及び地域住
民と協働して、周辺環境と調和した景観
づくりを推進してまいります。

  生活環境の改善や公共用水域の水質保
全及び安全で快適なまちづくりに寄与す
るため、県民生活の基盤となる下水道の
整備を的確に進めるとともに、供用して
いる流域下水道施設を適切に維持管理し
ます。

着手市町村30
（20年度）

着手市町村21
（15年度）

地籍調査事業の着手市町村数の増加

宅  地  課

　'住みよいまちづくりを進めるため、安
全で良好な宅地の供給を誘導するととも
に、県民が安心できる適正な不動産取引
を推進します。



施策の目的 検証指標・手段課の使命・役割 施　策　名課　名
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

施設整備率 施設整備率

約70％ 約70％

３流域関 ３流域関

下水道普及率 下水道普及率

約７６％ 約８２％

（１４年度末） （２０年度末）

建築物の完了検査率の向上
43.4%

（１４年度）
６０％

（１６年度）

建築パトロールの実施
１００回

（１５年度）
１２０回

（１６年度）

建築士法に基づく指定講習会の実施
４回

（１５年度）
４回

（１６年度）

各種関係団体との協議会の実施
　２８回

（１５年度）
２０回

（１６年度）

定期調査報告の受理件数
　１１，２６４件
（１４年度）

１０，０００件
（１６年度）

耐震診断講習会の開催
　２回

（１５年度）
２回

（１６年度）

応急危険度判定士の認定・登録
　２２０人
（１５年度）

２３０人
（１６年度）

福祉のまちづくり条例に基づく届出
件数

　２７９件
（１４年度）

３５０件
（１６年度）

省エネ法に基づく届出件数
　８５件

（１５年度）
１３０件

（１６年度）

35.1% 40%

（１０年度） （２２年度）

77.9% 80%

（１０年度） （２２年度）

3.7% 15%

（１０年度） （２２年度）

― 15%

（１０年度） （２２年度）

300戸 1,000戸

（13年～14年） （13年～17年）

228戸 2,000戸

（13年～14年） （13年～17年）

県営住宅の整備（新設・建替）

市町村営住宅の整備

住　宅　課
魅力あるちばの住まいづ
くり

県民の住生活の質の向上

床面積100㎡以上の住宅の割合

床面積50㎡以上の住宅の割合

少子・高齢社会に対応した住宅・住環境
の整備

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

建築指導課
誰もが安全で安心して暮
らせる建築物の推進

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。

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。

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。

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。

　まちは、基本的生活基盤としての建築
物と、それらをつなぎ支える社会的基盤
としての道路・公園等の公共空間から成
り立っています。
　火災や地震に強く、快適で使いやすい
建築物の整備は、県民の安全安心な生活
を実現するうえで重要であり、官民を問
わず建築物に関する総合的な指導・誘導
等を所管する当課の重要な使命でありま
す。
　このため、市町村や建築関係機関等と
の連携と適切な役割分担のもと、建築基
準法等に基づき適正なルールを定め、建
築関係者及び組織の質の向上を図り、具
体の建築物の指導・誘導を行うことによ
り県民生活の向上に寄与する役割を担い
ます。

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

公営住宅の整備・維持管理

　
　継続的な施策であり、中期的目標年度
平成２０年度には、印旛沼、手賀沼及び
江戸川左岸流域で３０万人程度の処理人
口の増加を見込むとともに東京湾の水質
改善及び海老川・真間川水系の水循環の
改善に努めます。

流域関連公共下水道の整備計画と連
携して普及率の増加を図ります。

流域下水道の効率的な整備

三流域の下水道処理施設を計画的か
つ効率的に整備します。

下水道建設課

　県では、これまで首都圏近郊整備地帯
の急激な都市化による公共用水域の水質
の悪化や生活環境の改善に対応するた
め、流域下水道の整備を進めてきまし
た。その結果、施設整備は概ね7割、3流
域全体の普及率は７６％となっていま
す。今後とも、快適なまちづくりに貢献
する下水道として、コスト縮減はもとよ
り計画的かつ効率的に施設整備を進めま
す。



施策の目的 検証指標・手段課の使命・役割 施　策　名課　名
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

49% 51%
（15年度） （１6年度）

調査検討 経営健全化方策の検討
（15年度） （１6年度）

街路モノレール課 都市交通の円滑化

都市計画道路の整備率の　　向上（県全体） 都市計画道路の整備率

千葉年モノレールの延伸ルートの比較検討調
査、会社の経営健全化の検討を行います。

経営の健全化の検討

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



平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　） 部名：　　出　　納　　局

県民に対して果たすべき部の使命
　総合企画部は、徹底した情報公開と県民参加のもとで、平成14年6月に知事が打ち出した県政運営の基本方向である「千葉からの変革と創造」の実現に向けて、県民が求める
施策を県庁全体で総合的・融合的に展開できるよう効果的な調整を行います。また、施策の目標や成果を分かりやすく県民に提示するために、施策展開の中に政策評価の視点を
取り入れるなど、戦略的な県政運営を担う新たな制度の構築を目指します。

課　名 課の使命・役割 施　策　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

出納局 公金を適正に執行・管理します。
公金を適正に執行・管理し
ます。

公金の適正な執行

出納書類の厳正審査
厳正な審査を行ってい
ます。

厳正な審査を目ざしま
す。

関係機関への会計検査
厳正な会計検査を行っ
ています。

厳正な会計検査を目ざ
します。

公金の適正・安全な管理

効率的な資金運用・管理
効率的な資金運用・管
理を行っています。

効率的な資金運用・管
理を目指します。

ペイオフ対策基本方針の策定
基本方針策定の準備を
しています。

基本方針を策定しま
す。（平成１６年度）



健全経営を確保する計画の策定

現５か年計画(H13～17)
の
適正管理
(15年度)

次期５か年計画(H18～22)
の策定
(17年度)

現５か年計画に基づく収支状況
黒字

（15年度）
黒字

（17年度)

業務量に対応した適正な定員管理
職員定数
1,232名
（15年度）

退職不補充を原則に、業
務運営の徹底した見直し
を進め、職員数の適正管
理に努めます。

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

部課長会議や所場長会
議（隔月実施）を活用
した情報の共有化、定
例軽易文書の電子メー
ル化、適正な文書管
理、職場環境の保持

各種会議や電子メールを
活用した情報の共有化・
迅速な提供、適正な文書
管理のための会議の開
催、安全衛生管理体制を
整備し、職場環境の改善
を図ります。

１　電話の受付受信率 　　　　　１　完全受信率　　　　１　完全受信率

８３％/１日平均 ９５％以上/１日平均

（１４年３ヶ月平均） （１６年度）

２　電話の受付応答率 ２　２０秒以内応答率 ２　２０秒以内応答率

― 　８０％以上

（１５年度） （１６年度）

１　施設見学会回数・ １　施設見学会　　    １　施設見学会

　　　参加人数 　  ３回・２３３人   　５回・３５０人

（１５年度） （１６年度）

2  アンケート調査回数
２　インターネット

アンケート
　年１回

２　インターネット
アンケート
　年４回

・施設見学会等
  年２回

・施設見学会等
　年５回

（１５年度） （１６年度）

１　システム開発・改修数 　　　１　開発・改修　　　　１　開発・改修

　　　７システム 　　　７システム

（１５年度） （１６年度）

2  運用システム数 ２　運用 ２　運用

　　１２システム 　　１６システム

（１５年度） （１６年度）

　８５項目（累計） １１６項目（累計）

　　（１５年度末） 　　（１６年度末）

２　業務改善を図り、効率的な事業運営
に努めます。

水道事業改善計画の改善済項目数

施策の目的 検証指標・手段
達成状況
（年月）

業務振興課

1　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。

２　広報・広聴を充実し、情報の効果的
な発信と、お客様ニーズの把握に努めま
す。

１　情報化を推進し、迅速で効率的な事
務処理を図ります。

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名

部名：　　水　　道　　局

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。

効率的な内部管理業務

　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って
まいります。

現状
（基準年）

２７５万人のお客様に、安全で良質な水道水を、安定的かつ廉価で供給します。

目標
（目標年）

　計画的に健全経営の推進を行います。

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

　お客様ニーズの把握と情報の提供、情
報化の推進及び業務の改善に努め、お客
様サービスの向上と効率的な事業運営を
図ります。

計画的な経営戦略の立
案・調整

お客さまサービスの向上

計画的な業務改善の推進



施策の目的 検証指標・手段
達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名
現状

（基準年）
目標

（目標年）

業務量と連動しない事務費の削減
　対前年比３％
　削減
　　（１５年度）

対前年比３％
以上の削減
（１６年度）

企業債残高 ２，４９０億円 ２，４２８億円

（１５年度末） （１６年度末）

２，７８６千円 ２，４００千円

（１５年度） （１６年度）

全所属 全所属

（１５年度） （１６年度）

各所属２名 各所属２名

（１５年度） （１６年度）

事業費 事業費

３３．４％ １００％

（１５年度） （１９年度）

給水人口 給水人口

５４．０％ １００％

（１５年度） （１７年度）

事業費 事業費

１４．２％ １４．５％

（１５年度） （１６年度）

・震災対策基本計画（H18
～22）等の策定

・危機管理対策基本計画
等（H18～22）等の策定

（１５年度） （１６年度）

１００％ １００％

（１５年度） （１６年度）

２件 ０件

（１５年度） （１６年度）

９８．１％ ９８％以上

（１５年度） （１７年度）

計　画　課

財　務　課

　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。

効率的な資金運用をしながら、１
７年４月からの新ペイオフ対策を
策定します。（資金運用利息）

業務監察等を通じて、適正な会計
処理の指導を行います。

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。
（研修会参加人数）

　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。

　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。

・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

・震災対策計画
・事故対策指針
（対策本部、職員配備
体制、情報連絡体制、
応急復旧、応急給水対
策等）

　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
濃度の低減化等を進めます。

（仮称）江戸川浄水場建設事業の
進捗率

残留塩素低減化の実施率

公共工事コストの縮減率

浄　水　課
　 安全良質な水の安定的供給に努めま
す。

水質基準（５０項目）の達成率

浄・給水場における送配水停止事
故の防止

浄水場発生土の有効利用率

浄水処理加工の適正な管
理

　浄水場、給水場及び水質センターと密
接な連携を図りながら、その適正な浄水
処理加工の業務を的確に行います。

経理事務の適切な執行

　水道施設の計画的整備
等の推進

　危機管理体制の充実

　上水道事業会計に係る予算の管理及び
経理事務の適切な執行を通じて、健全な
財務運営を行います。

　水道施設の効率的な整備計画の策定
と、それらの円滑な実施を推進します。
また、危機管理体制の充実を図ります。

上水道事業会計予算の管
理



施策の目的 検証指標・手段
達成状況
（年月）

課の使命・役割 施　策　名課　名
現状

（基準年）
目標

（目標年）

　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。

・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。

・収納率
　過年度分
　９９．９０ ％
　　（１５年度）

・収納率
　９９．９１％
　(１６年度)

・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。

・調査延長
　３,２００Km
・有効率
　９５．８％
　（漏水率4.2%）
　（１５年度目標値）

・国の指導である有効率
９５％以上
　（１６年度）

・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汚
染地区に配水管を整備し水道普及
を促進します。

・普及率
　９５．４％
　距離２６Km
　戸数１,２００戸
　（１５年度目標値）

・普及率
　９７．５％
　距離４５０Km
　戸数２５,０００戸
　　(２７年度)

・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。

・更新率
　５１％
・更新本数(累計)
　２１万本
　（１５年度目標値)

・更新率
　１００％
･更新本数
　４１万本
　（２２年度）

　配水管等の整備事業は事業の必要性及
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。

　配水管等の整備・維持等などを適切に
進めるとともに、的確な料金収納、お客
様サービスの推進に努めます。

給  水  課

水道料金収納率の向上

配水管等の維持管理の充
実



精算7箇所 精算4箇所
（１５年度） （１６年度）

具体的方策の調査・検討 具体的方策の策定
（１５年度） （１６年度）

13,044 71,337
百万円 百万円

（１４年度） （15～17年度）

1,041 5,643
百万円 百万円

（１４年度） （15～17年度）

84.10% 100%
（１５年度） （１８年度)

約１９５ｈａ 0
（１５年度） （１８年度）

造成中　０ ５３．８ｈａ
（１５年度） （１７年度）

造成中一部整備済
９．９ｈａ ２４．４ｈａ
（１５年度） （１９年度）

40,000人 ４1,500人
（1４年度） （1７年度）

11,800人 ２1,500人
（1４年度） （1７年度）

日々約11万人 日々約1４万人

（1４年度） （1７年度）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

予算金額の　１００％ 予算金額の　９０％

現状
（基準年）

事業管理課

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
縮減を図リます。

業務課
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。

　千葉県行政改革指針に基づく企業庁事
業の収束に向けて、部内各課と連携を図
り、事業採算性を考慮した経営管理を進
めるとともに、関係団体等と協議を進め
諸問題について解決を図ります。

　内陸部･臨海部の工業用地･業務用地へ
の企業誘致の促進や優良な住宅用地の分
譲を通して、地域経済の活性化と豊かで
安全な街づくりに貢献します。

（１５年度） （1６年度）

分譲収入

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

　時代の要請に応えた企業誘致や街づくりを通じ、県民が豊かで安心して暮らせる新しい千葉県づくりに貢献します。

部名：　　企業庁　地域整備部

賃貸収入

工業用地、業務用地等の
分譲促進

施工内容、単価を見直し、コスト
縮減を図ります。

地域整備事業の経営管理
の推進

土地造成整備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。

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
の問題の解決を図リます。

市川市行徳漁協に対する補償等の
処理

臨海地域土地整備事業の
推進

臨海建設課

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

公共施設等の早期引継ぎを図リます。
整備済み公共施設等の3年以内の
引継ぎ状況等

　臨海地域における現在保有の土地の有
効利用を図り、社会基盤の整備を進め千
葉県の産業・経済の発展と街づくりに貢
献します。

内陸建設課
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。

工業団地の整備面積

物流用地の整備面積

　県内産業の発展及び地域振興・雇用の
創出を図るため内陸部に工業団地等を整
備します。

整備済公共施設等の未
引継面積

整備済公共施設等の未
引継面積

　職･住・学・遊の複合機能が集積した２１世
紀にふさわしい、未来型の国際業務都市「幕
張新都心」の形成を目指します。

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・遊･学」
の複合機能を備えた国際業務都市の形成
を目指します。

幕張新都心の就業人口

幕張新都心の居住人口

幕張新都心の活動者人口

国際業務都市「幕張新都
心」の形成

内陸工業団地等の整備推
進



246,000件 400,000件

（14年度） （25年度）

456,311人 800,000人

（14年度） （25年度）

18校
成果を各学校で活用す
る。

（15年度） （20年度）

60回 120回

（15年度） （18年度）

小学5年生10％

中学2年生10％

（15年度）

特色ある入学者選抜

学力による入学者選抜

（15年度）

32校

（15年度）

指針の配布

39,000部

教科研究員91名

（15年度）

中学220校

高校20校

（15年度） （17年度）

千葉県人権教育推進協
議会の設置

人権教育の基本方針を
策定。

（16年度） （16年度）

1地域 3地域

（15年度） （17年度）

39％ 100％

（14年度） （17年度）

　生涯学習の推進と社会教育の振興のた
め，学習機会の拡充，青少年教育の充実
を進め，生涯学習環境の整備・充実に努
めます。

 ○児童生徒の学力向上のための基礎・基
本の定着と個に応じた指導の充実を図り
ます。
 ○児童生徒の学力の定着状況の把握と指
導・評価方法の改善を進めます。
 ○児童生徒の能力・適正・進路希望等に
応じた個性を生かす教育の充実を図りま
す。
 ○児童生徒の社会的資質や社会的行動力
の育成を推進します。
 ○国際化・情報化に対応できる人材の育
成を推進します。
 ○人権を尊重する精神のかん養を図りま
す。
 ○研修の充実による教職員の資質・能力
の向上を図ります。

生涯学習課
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。

生涯学習情報提供システムへのア
クセス数

成人一般を対象とする学級・講座
への参加者数

生涯学習ボランティアへの登録制
度の普及

生涯学習社会の実現に向
けた取組の推進

指導課 学校教育の充実

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。

学力向上パイオニアハイスクール

小中高連携の特別授業

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。

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。

高等学校訪問

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

学力状況調査の実施と分析

入学者選抜の実施と分析 さらに改善を図る。

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

指針，教科研究員を活
用して学力向上に資す
る。

全公立中学校に拡大。

国際化・情報化に対応できる児童生徒を
育成します。

英語教育研究指定地域

県立高等学校でパソコンを活用し
て指導できる教員

学校教育指導の指針の配布と高等
学校教科研究員による教科研究

スクールカウンセラー

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）

課の使命・役割

県民に対して果たすべき部の使命

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

　県民一人一人が生涯を通して「学ぶ喜び」を感じながら，「次代をひらく力」を培うことのできる学習環境の実現を目指し，実践的活動を推進します。
　特に，教職員の意識改革と組織の活性化を推進し，「確かな学力」の定着に向けた指導体制を確立するとともに，「豊かな心」の育成を図るため，学校・家庭・地域社会が
一体となった取組を推進します。

部名：　　教育庁　教育振興部

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

概ね3年で一巡し，引き
続き実施する。

16年度に現状を把握
し，以降毎年１０％ず
つ増加を目指します。

－

調査結果をふまえ，学
力の向上に資する。



課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

４．３％ １００％
（15年度） （19年度）

５，１４０人 半減を目指す
（14年度） （25年度）

小学校１･２年生に３８人学級編
制を導入し、新たな学級の担任と
して配置する。

小学校１･２年生で学年
児童が115人以上の場合
に38人学級編制を実施
（14年度）

小学校１･２年生で38人
学級編制を実施
（16年度）

同一校永年勤続の解消率
（小中）

67%
（15年度）

80%
（16年度）

異校種間人事交流者数
１３８件
（15年度）

１５０件
（16年度）

40.4% 60.0%

（14年度） （17年度）

49.0% 55.0%

（14年度） （17年度）

83.8% 100%

(15年度) （16年度）

40.5% 100%

(15年度) （20年度）

２．４６本 ２．０本

（14年度） （18年度）

児童生徒の健康教育及び
安全教育の推進

県立学校教職員（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

　県民に対し，障害のある児童生徒や不
登校児童生徒のニーズの理解を図り，ま
た、学校等においては，児童生徒一人一
人の教育的ニーズに応じた教育をおこな
うため，教育環境の整備や支援方策等を
検討し，実現させることで特別支援教育
の充実を図ります。

・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・的確な定数
管理，任免事務，人事事務を行います。
・県立学校及び公立義務教育諸学校への
適切な管理運営の指導助言を行います。

　学校における教育活動を円滑に推進す
る基礎として，児童生徒の健康の保持増
進及び安全の確保を図ります。

特別支援教育課
児童生徒一人一人に応じ
た特別支援教育の推進

障害のある児童生徒への教育の充実を図
るため、体制整備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

不登校児童生徒が社会的に自立できるよ
う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。

不登校児童生徒数
（公立小・中学校）

教職員課

少人数学級編制や教職員の人事管理、服
務管理を適正に行うことによって、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。

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
す。

教員採用選考志願者数(小学校)

懲戒処分件数　２４件
（15年度）

懲戒処分件数の減少を
目指す。

１，６１０人
（15年度実施）

小学校志願者数の増加
を目指す。

学校保健課

　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。

学校給食週間（1/24～30）におけ
る食育の推進

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



課の使命・役割 施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

227,400件 300,000件

(15年度) （18年度）

19事業 30事業

(15年度) （18年度）

65事業 100事業

(15年度) (20年度)

2,000人 3,000人

(15年度) （17年度）

679件 750件

(15年度) (20年度)

67% 75%

(15年度) (20年度)

53件 100件

(15年度) (20年度)

４７．２点 ５％向上

(15年度) （25年度）

１３クラブ ７９クラブ

(15年度) （22年度）

千葉県推進委員会の設
置

大会期間中の活動

（14年度） （17年度）

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

　社会環境・生活環境の変化等に伴う県
民の体育・スポーツニーズの高度化・多
様化に対応できるスポーツ諸活動（学校
体育分野・競技スポーツ分野・生涯ス
ポーツ分野）に関わる諸条件の整備，普
及奨励，推進を図り，県民の生涯にわた
る明るく豊かなスポーツライフを構築し
ます。

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

体育課 スポーツの振興

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。

小学校における新体力テスト（８
種目計８０点）の平均点

総合型地域スポーツクラブ数

「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

文化財課 文化財の保護と活用

ボランティアも含めたＮＰＯ、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。

「千葉の県立博物館」ホームペー
ジへのアクセス件数

ボランティアも含めたＮＰＯ、民
間企業などとの協働事業数

博学連携事業実績数

フィールド・ミュージアム参加者
数

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。

国･県指定及び登録文化財の指定･
登録件数

国･県指定文化財の公開割合



平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　） 部名：　　監査委員事務局

県民に対して果たすべき部の使命
　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、監査委員の社会的役割が益々重視されている。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。

課　名 課の使命・役割 施　策　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

第一課
監査等を的確に実施するため、計画、調
整及び必要な事務を行います。

平成16年度監査計画に基
づく監査の実施

　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
益々重視されている。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。

定期監査及び財政的援助団体等監
査の実施機関数

監査実施機関 監査対象機関

　　６０９機関　　 　５７４機関

第二課
普通会計並びに公営企業会計の定期監査
及び財政的援助団体等の監査を的確に実
施するための調査を行います。

(平成14年10月から平成15年
8月)

(平成16年10月から平成17年
8月)



平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　） 部名：　　人事委員会事務局

県民に対して果たすべき部の使命 　県民の視点に立った県政実現のために、職員が安心して働ける環境づくりと２１世紀の県政を担う有為な人材の確保を行います。

課　名 課の使命・役割 施　策　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

　任用課
　21世紀の県行政を担う有為な人材確保
のため職員の採用等を実施します。

職員採用に係る競争試験
及び選考考査の実施

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。

適正かつ公平に実施し
ています。

適正かつ公平に実施し
ます。

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。

試験を、適正かつ公平に実施しま
す。

適正かつ公平に実施し
ています。

適正かつ公平に実施し
ます。

　給与課

　専門的、中立的な人事行政機関とし
て、職員の給与等勤務条件が、社会一般
の情勢に適応した適当なものであるかど
うかについて調査・研究、報告するとと
もに、職員の勤務条件に関する措置要求
及び不利益処分に対する不服申し立ての
審査を行います。

公平審査の的確な処理
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。

16年度内に15年度審理終了した事
案及び審査継続の必要性がなく
なったことが確定した6事案につ
いて処理します。

事案6件 事案6件の処理
(15年度） (16年度）

公平審査の当事者に向けての審査
手続きの案内・手引を見直し修正
作成を検討します。

公平審査の事前事務・
相談・受付マニュアル
作成をしました。
(15年度）

当事者向け審査手続き
の案内・手引を見直し
作成します。
(16年度）

職員の給与等についての
報告及び勧告

地方公務員法の定めるところにより、職
員の給与について、民間企業従業員及び
国や他の地方公共団体の職員の給与と均
衡し、社会一般の情勢に適応したものに
します。

勧告における給与改定率の職員給
与と民間給与の格差に対する割合

改定率の一致 改定率の一致
(15年度） (16年度）



平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　） 部名：　　地方労働委員会事務局

県民に対して果たすべき部の使命
　労働委員会は、労使紛争を専門的に取り扱う、労働組合法に基づき設置された独立性を有する合議制の行政機関(行政委員会)です。その役割は、労働争議の調整、不当労働
行為の審査等において、労使の自主性、自律性を尊重しつつ、公労使の三者構成の機関として紛争を早期に解決し安定した秩序ある労使関係の維持形成に寄与することにあり
ます。

課　名 課の使命・役割 施　策　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

調整課

　労働組合法及び労働関係調整法等に基
づき、労使の自主解決が困難な労使紛争
について、労使の自主性、自律性を尊重
しつつ、第三者機関として当事者間の歩
み寄り、譲歩を促進させることにより、
紛争の早期解決に向けて助力・支援しま
す。

労使紛争の早期解決
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。

処理日数（集団的労使紛争）

平均 50.4日 40日以内

(H15年度) (H16年度)

処理日数（個別的労使紛争）

平均 68.8日 40日以内

(H15年度) (H16年度)

審査課

　不当労働行為審査が簡易、迅速かつ実
効性のある救済制度として適切に機能す
るよう、組織的･体系的にその業務を行い
ます。

不当労働行為審査事務の
簡易・迅速化と実効性の
確保

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。

申立後、命令書交付又は和解終結
までの平均処理日数

平均619日 550日以内

(H15年度) (H16年度)

労働組合の資格審査日数
(法人登記、委員推薦)

平均33.3日 30日以内

(H15年度) (H16年度)



平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　） 部名：　　海区漁業調整委員会事務局

県民に対して果たすべき部の使命 水面を総合的に利用し、もって漁業生産力の発展を図ることを目的とした漁業者を主体とする漁業調整機構（漁業調整委員会）の円滑かつ的確な運営を図ります。

課　名 課の使命・役割 施　策　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

海区漁業調整委
員会事務局

　水面を総合的に利用し、もって漁業生
産力の発展を図ることを目的とした漁業
者を主体とする漁業調整機構（漁業調整
委員会）の円滑かつ的確な運営を図りま
す。

漁業調整委員会の円滑か
つ的確な運営

漁業秩序の維持、漁業資源の効率的永続
的な利用

漁業調整委員会における議案の的
確かつ円滑な審議

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てい
ます。

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
す。


