
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。

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。

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。

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
環境政策課

　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。

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。

歳出削減及び歳入確保に向けた取り
組み

平成１４年度に策定した
再建プランを実施中

黒字への転換

予算の枠配分方式の充実
平成１６年度当初予算編
成にあたり、枠配分方式
を導入

黒字への転換

総務部
財政課

　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。

財政の健全化
「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。

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）

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）

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）

総務部
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。

内部管理業務、総務部関係
政策の立案・調整など

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。

庁議及び部課長会議を的確に運営す
ること

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）

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

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）

①内部管理的な施策等

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）[施策類型別]

課の使命・役割

施　策　類　型

施　策　名課　名 施策の目的

総合企画部
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。

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

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
現状

（基準年）
目標

（目標年）

商工労働部
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。

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。

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

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。

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。

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

農林水産部
農林水産政策課

　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。

内部管理業務

内部管理業務、教育施策の
企画・調整など

　部の使命を踏まえた教
育施策の展開と推進

　県民ニーズや教育課題を踏まえた教育施策
の企画・調整を行うとともに、それを踏まえ
た教育予算の編成と執行に努めます。また、
給与支払事務、補助金関係事務、奨学金・授
業料減免関係事務、経常的に正確・迅速な対
応が求められる事務の適正な執行管理を行い
ます。

教育庁
企画管理部
企画財務課

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。

水道局
総務企画課

　計画的に健全経営の推進を行います。

　各課が掲げる目標・指
標等の達成に向け企画・
調整に努めます。

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。

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。

企業庁
管理部
総務広報課

　企業庁事業の進捗に適切に対応した組織・
定員の管理と見直し、職員への適正な給与管
理などを行うとともに県民への一層のサービ
ス向上と事業運営の効率化を図るため情報化
の推進を行います。

 内部管理業務

効率的な組織体制の構築 747名
（15年度）

696名
（16年度）

土木部
管理課

　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

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。

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。

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、児童生徒一人一人の個性が輝く教育の推
進に努めます。

　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



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
(15年度）

県備蓄食糧
345,600食
（17年度）

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）

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）

各般の予防施策を総合的
に推進するとともに、患
者発生時には感染源の究
明と二次感染の防止に努
めます。

・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）

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。

健康福祉部
健康増進課

　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」の実現を目
指します。

県民の総合的な健康増進施
策の推進

　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。

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）

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

課　名 施策の目的

総務部
消防地震防災課

　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

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。

危機管理体制の充実
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。

②突発的事態へ対応する施策等

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　）[施策類型別]

課の使命・役割 検証指標・手段
現状

（基準年）

施　策　類　型

施　策　名

・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）

水道局
計画課

　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。

　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

　危機管理体制の充実



「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）

総合企画部
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。

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）

羽田空港再拡張事業への対
応

国の施策・予算に対する提案・要望
を的確に実施すること

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）

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

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）

総合企画部
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。

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

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。

「地域再生」に関する提案・要望の
状況

７分野１９項目について
提案・要望を実施

県の施策推進上の必要に
応じて国に提案します
（１６年度）

課　名 施策の目的

総合企画部
政策調整室

　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。

部局横断的施策の調整

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。

検証指標・手段
現状

（基準年）

③働きかけ、提案を行う施策等

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）[施策類型別]

課の使命・役割

施　策　類　型

施　策　名
目標

（目標年）



健康福祉部
障害福祉課

　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
ます。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）支援に取り組みます。

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。

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

環境生活部
環境政策課

　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。

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。

公害防止協定の改定 － 16年度末に改定します。

商工労働部
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。

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）

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

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

農林水産部
林務課

 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。

生産振興・経営支援対策

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。

環境保全施策の総合的推進

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

障害者福祉の充実

地域森林計画の策定

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）

森林組合の広域合併に向けた改革プ
ラン策定

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。

　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。

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

施　策　類　型

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

④計画・方針の策定、企画の立案、調査、設計、分析を行う施策等

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。

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　）[施策類型別]

課の使命・役割

土木部
河川海岸課

2010年において、「岸か
ら沼底が見える」清澄性
を目指します。

ー



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

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）

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）

水道局
総務企画課

　計画的に健全経営の推進を行います。
　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。

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)

都市部
公園緑地課

　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。

豊かな緑と美しい景観の実
現

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。

入学者選抜の実施と分析 さらに改善を図る。

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）

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）

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。

学力状況調査の実施と分析
調査結果をふまえ，学力
の向上に資する。

「地区別収束スケジュー
ル」の検討
   　（15年度）

「地区別収束スケジュー
ル」の策定
    （16年度）

「企業庁経営戦略プラ
ン」の策定及び進行管理
   　（15年度）

「企業庁経営戦略プラ
ン」の進行管理
長期事業収支見通しの見
直し
    （16年度）

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

企業庁事業の収束に向けた地区別スケジュー
ルの策定を行います。
一方､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。

「土地造成整備事業の地区別事業の
収束スケジュール」の策定（37地
区）

「企業庁経営戦略プラン」の着実な
実施

教育庁
教育振興部
指導課

 ○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。

学校教育の充実

企業庁
管理部
企画経営課

　長期的な事業収支見通し及び経営プランの
策定、資産管理及び工事契約事務等の運用指
導などを通じて企業庁の経営管理の効率化の
推進に努め、経営の健全化に寄与します。

 企業庁事業の経営の改善

計画的な経営戦略の立案・
調整



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

健康福祉部
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。

81.2% 向上させる

（１４年度）

456.2ｋｍ２ 減少させる

（１４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）

商工労働部
保安課

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。

・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。

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。

７千人 減少に歯止め

14年 24年

誘致方針の検討 立地企業の決定
（15年度） （16年度）

農林水産部
水産課

  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。

生産振興・経営支援対策

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。

漁業就業者数／年

産業保安対策の推進

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

環境生活部
水質保全課

　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。

環境生活部
交通安全対策課

　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。

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。

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

地下水の環境基準の達成率

バス路線の維持確保及び利
便性の向上

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。

県立７病院の運営

⑤今後の傾向がとらえづらく目標の具体的設定が困難な施策

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）[施策類型別]

課の使命・役割

施　策　類　型

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段

・つくばエクスプレス沿線の柏北部地区と流
山運動公園周辺地区の土地区画整理事業を県
から受託・実施しており、特に平成１７年秋
の開業を控え、新駅周辺の都市基盤整備を重
点的に進めてきます。
また、企業庁は、それぞれの新駅周辺におい
て関係機関と連携して、両地区が目指すまち
づくりの方向にふさわしい施設機能の集積を
推進します。

企業庁ニュー
タウン整備部
東葛飾北部整備課

現状
（基準年）

目標
（目標年）

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

つくばエクスプレス沿線整
備事業等

総合企画部
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。



なし システム稼動
１５年度 １７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

デ－タ入力 システム完成
（１５年度） （１７年度）

農林水産部
農林振興課

　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。

流通販売・消費対策

農林水産部
園芸農産課

　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。

食の安全･安心対策

⑥施設整備、システム開発を行う施策等

目標
（目標年）

達成状況
（年月）
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課の使命・役割

施　策　類　型

施　策　名課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

工業用水道施設情報管理システムの
構築

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。

千産千消ネットワークシステム

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。

企業庁
工業用水部
施設維持課

　施設の確実な運転管理により、所定量（契
約水量）の工業用水を、所定の品質（水質）
で１年を通して安定的に需要者に給水しま
す。そのために、施設の確実な保守点検や、
必要な補修及び改築を行い、施設を適正に維
持管理します。

工業用水の安定的な給水の
確保

　安定給水の確保及び管理の合理化のため、
施設の運転管理業務の民間委託化を図りま
す。
　施設の保守点検を確実に実施し、必要な補
修及び改築を行って、施設を適正に維持管理
します。
　施設管理台帳の点検整備を行うとともに、
台帳の電子デ－タ化を進めます。
　資源循環型社会への貢献、経費削減のた
め、浄水場発生土の人工培養土化事業を推進
します。



総合企画部
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。

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％）

法廷手続き 法廷手続き
（15年度） （16年度）

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

⑦調査・許認可、維持管理等の確実な実施を求められる施策等

港湾統計調査の確実な処理
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。

港湾施設等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。

達成状況
（年月）

平　成　１　６　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　（　抜　粋　）[施策類型別]

課の使命・役割

施　策　類　型

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）

海岸における海の家の不法占用を解消しま
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。

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。

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。

建設業法に基づく許可・
指導・相談を適正に行っ
てきました。

さらなる、許可・指導・
相談を適正に行います。

土木部
用地課

土木部
管理課

　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。

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

土木部
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。

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

港湾の適正な管理運営と効
果的な振興

土木部
港湾振興課

　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。

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・県有財産の適正な管理
及び県有財産の処分

　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。



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。

教育庁
企画管理部
施設課

　児童生徒や教職員が安全で快適な教育活動
を行えるよう、県立学校の施設整備、教育財
産の管理等を行います。

学習施設・設備等の教育環
境の整備

老朽化した建物の改修
　順次老朽化した建物の
改修を行っています。

　引き続き老朽化した建
物の改修を優先度を見極
めながら行います。

課　名 施策の目的 検証指標・手段
現状

（基準年）

土木部
道路建設課

　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。

国道・県道の整備
 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。

幹線道路や生活基盤としての道路の
整備推進

効率的で効果の高い道路
整備を進めているところ
です。

⑧今後整備個所、実施内容等が具体的に決まっていく施策等

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。

目標
（目標年）

達成状況
（年月）
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課の使命・役割

施　策　類　型

施　策　名


