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目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

ちばの強みを生かしたネットワーク体制の構築 Ａ 現状維持

「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進 Ａ 現状維持

かずさＤＮＡ研究所を核とする産業化へ向けた研究の一層の推進 Ａ 現状維持

知的資源、産業集積を活かしたＩＴ関連産業の振興 Ａ 現状維持

京葉臨海コンビナートの国際競争力の強化 Ａ 拡大

環境関連産業の集積による京葉臨海コンビナートの活性化 Ｃ 現状維持

新エネルギー産業の振興 Ｂ 拡大

ロボット技術応用産学官連携事業 Ａ 現状維持

知的財産戦略総合支援事業の推進 Ａ 拡大

新事業創出に向けた企業家育成施設等の整備 Ａ 拡大

東葛テクノプラザにおける創造・研究支援 Ａ 拡大

国際学術研究拠点形成促進モデル事業 Ａ 現状維持

柏・流山地域における国際学術研究都市づくりの推進 Ａ 拡大

千葉県産業情報ヘッドライン提供事業 Ａ 拡大

ＩＴベンチャー企業の創出・育成支援 Ａ 縮小

君津南部地域におけ
る新たな進出企業数

Ｃ

君津南部地域で新た
に分譲･賃貸する土地
面積

Ｃ

特許移転件数（知的
所有権センターによ
る移転）

Ｂ

中小企業基盤整備機
構による起業家育成
施設整備

Ａ

産業支援技術研究所の企業支援強化 Ａ 現状維持

創業・経営革新センターの新設 Ａ 現状維持

地域ブランド認定事業 Ａ 拡大

ニューマーケット開拓支援事業 Ｂ 現状維持

ビジネスプロモーションちば開催事業 Ａ 現状維持

新事業の種となる研究開発への資金提供 Ａ 現状維持

ベンチャー企業投資支援事業の検討 Ａ 拡大

中小企業振興資金融資制度の再構築 Ａ 拡大

中小企業の技術力を活かした金融の展開 Ａ 拡大

産業クラスターの形成と発展を支える戦略的な企業誘致の推進 Ａ 現状維持

外資系企業の誘致と国際ビジネス展開のための環境整備の推進 Ａ 現状維持

幕張新都心拠点づくりの促進 Ａ 現状維持

外資系企業スタート
アップセンターの入
居企業に対する家賃
補助室数

Ｂ

「ちば投資サポート
センター」対日投資
アドバイザーによる
活動件数

Ａ

Ｂ

現状維持

Ｂ

Ｂ

－

Ａ

Ａ

産業クラスター戦略の推進による千
葉県経済の活性化に向けて順調に進
んでいます。この理由として、県内
への企業立地件数が目標を大きく上
回っており、さらに重点分野の新規
事業開発・創出件数が目標を上回っ
たことなどが挙げられます。

現状維持

重点産業分野
4）の新規事業
開発・創出件数

事業所開廃業
率の逆転

－

県内への企業立
地件数

Ａ

Ⅰネットワーク機能の強化による研究開
発・実用化の促進
　産業クラスターが形成・発展するに
は､地域の企業､大学､研究機関などが連
携・競争することにより、ソーシャル・
キャピタル(信頼・ネットワーク）を構
築することが重要です。このため、推進
体制・ネットワークの強化、インキュ
ベーション施設5)の有効利用等により、
共同研究・技術開発、事業化を促進しま
す。

Ⅲ戦略的な企業誘致の推進
　本県独自の産業資源や地域特性を踏ま
えた強みやセールスポイントを積極的に
打ち出して、企業誘致活動を進めるとと
もに、誘致に伴う新たな関連企業の集積
を促進し産業クラスターの形成と発展を
支えていきます。また、海外企業との技
術交流を推進し、優れた技術､ノウハウ
を導入することは産業クラスターの形
成・発展に寄与することから海外有力企
業の誘致活動を展開します。

Ⅱ産業クラスター形成の担い手である中
小・ベンチャー企業の支援
　創造性豊かな中小・ベンチャー企業
は､本県産業の活力の源泉であり、産業
クラスターの形成と発展の担い手として
期待されます。このため、技術支援、資
金調達、販路開拓まで幅広く一貫した支
援を実施します。

戦略
１

経済を取り巻く情勢は、世界規模での国
際競争の激化や生産の海外シフト化、さ
らに少子高齢化の進展、２００７年問題
といわれる団塊の世代のリタイアなど厳
しい状況にあります。
こうした状況で､本県経済が持続的に成
長していくためには、本県が持つ独自の
産業資源や産業集積など特徴や強みを分
析し、ポテンシャル１）のある重点産業
分野を見出し、企業・関係機関の連携・
競争により、高付加価値の製品やサービ
スを生み出す「産業クラスター２）」の
形成を促進することは大変有効であると
考えられます。
このため、重点産業分野のネットワーク
を構築するための推進体制を強化すると
ともに、産学・産産連携や知的財産戦略
による技術開発・新製品開発等を推進す
ることで、産業クラスターの形成と発展
の担い手となる中小・ベンチャー企業
３）の創出・育成を促進します。
さらに、産業クラスターを支える新たな
企業の誘致や人材の育成を積極的に進
め、千葉県経済の活性化を推進していき
ます。

産業クラス
ター戦略の
推進による
千葉県の経
済活性化

ち　ば　２　０　０　６　年　ア　ク　シ　ョ　ン　プ　ラ　ン　事　後　評　価　結　果　一　覧　表

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括

クラスター推進組
織、研究会等クラス
ター戦略参画企業数

千葉県産業情報ヘッ
ドライン（メールマ
ガジン）配信件数

大学発ベンチャー企
業数

ﾊﾞｲｵﾍﾞﾝﾁｬｰ企業数
（累計）

ソフト系ＩＴ産業事
業所数

産業支援技術研究所
の受託研究事業件数

地域ブランド認定件
数

ニューマーケット開
拓支援事業等による
新規販路開拓件数

企業訪問件数

立地済み企業への訪
問件数

Ａ

現状維持

Ａ

Ｂ

Ｂ

重点事業
達
成
度

現状維持

Ａ
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施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
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目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

ちば若者キャリアセンター管理運営事業の推進 Ａ 現状維持

小学校から始めるキャリア教育の推進 Ａ 現状維持

産学連携製造中核人材育成事業 Ａ 現状維持

ちば若者キャリアセ
ンターが実施する企
業ＰＲの場の提供

Ｂ

小学生による就業密
着観察学習（ゆめ･仕
事ぴったり体験）実
施校

Ａ

中学生による５日間
の職場体験（ｷｬﾘｱ･ｽ
ﾀｰﾄ･ｳｨｰｸ）実施地域

Ｂ

観光基盤づくり Ａ 現状維持

定住・交流による地域活性化モデル形成促進事業 Ａ 現状維持

観光地アクセス環境の改善

観光立県千葉モデルの推進 Ａ 休止・廃止

新しい観光資源の創出 Ａ 現状維持

こだわりともてなしの千葉の食づくり Ａ 休止・廃止

参加体験型観光推進事業 Ａ 現状維持

誰もが訪れやすい観光地づくりの促進 Ａ 現状維持

大学と連携した魅力ある観光地づくり推進事業 Ａ 現状維持

観光人材の育成支援 Ａ 現状維持

観光統計の整備 Ｂ 現状維持

観光関連産業への総合的な支援の整備 Ａ 現状維持

定住促進支援センター機能整備事業 Ａ 現状維持

観光事業者向けの資金融資 Ａ 現状維持

観光立県全国キャンペーンの展開 Ａ 現状維持

国際観光の推進 Ａ 拡大

千葉からの観光マルチ情報発信 Ａ 縮小

Ｂ

拡大

経営アドバイザー等
の派遣数

県観光ホームページ
アクセス件数(累計)

ちばデスティネー
ションキャンペーン
による県外観光客入
込増加数

Ⅳ戦略的なプロモーション活動の展開

Ｂ

Ａ

Ｂ

外国人観光客数
（推計値）

Ａ

観光立県千葉モデル
推進事業地域選定数
（累計）

Ａ

Ｂ

定住化支援センター機
能の整備

おもてなしのリー
ダー育成研修参加者
数

現状維持Ⅰ総合的な視点から取り組む２1世紀型
の観光地域づくり

Ａ

Ｂ

Ⅱ多彩な資源に包まれた新しい観光空間
づくり

拡大

現状維持

Ⅲ新たな観光産業の創出などによる地域
経済の活性化

旅行総消費額 Ａ

観光客入込数

「観光立県千葉の実現」に向けて順
調に進んでいます。
その理由としては、平成１９年２月
から４月に実施された「ちばデス
ティネーションキャンペーン」にお
いて、観光事業者だけでなく企業、
ＮＰＯなどオール千葉県での取り組
みが図られたことや県を挙げた観光
ＰＲの結果、メディアへの集中的な
露出による効果的な誘客が実現でき
ました。
また、今回のキャンペーンを通じて
「観光県ちば」のイメージを、全国
に発信することができたことなどが
挙げられます。

Ⅳ産業クラスターの形成･発展を支える
人づくり
　産業クラスターの形成・発展には事業
をプロデュースするコアとなる人材が不
可欠であることから、こうした人材の発
掘・育成をしていくことが重要です。さ
らに、産業競争力を強化するためには､
地域全体として産業人材の育成を図るた
めの仕組みづくりを進めていきます。

戦略
２

観光立県千
葉の実現

観光は、観光業に始まり商工業、農林水
産業に及ぶ裾野の広い産業構造を形成し
ており、地域経済の活性化、雇用創出な
ど大きな波及効果があることから、人口
減少社会の到来に伴い、定住人口の減少
が懸念される地域などでは、観光に訪れ
た人が地域の魅力に惹かれ、度々訪れて
いるうちに定住に踏み切る例が見られる
ように、交流人口や定住人口を増やして
地域の活性化を図るために観光の意義が
ますます高まっています。
このような中で、観光立県千葉の実現に
向け、これまでの施策体系を抜本的に見
直し、観光を契機とする定住志向にも対
応できるよう、総合的な地域政策として
位置付け、地域自らが自然や歴史など地
域の特性を生かしながら、景観の整備や
社会基盤の整備などを行う気運の醸成を
促し、持続的発展が可能な観光地づくり
を進めます。
また、基盤づくりの取組と相まって、大
都市圏との近接性や避寒に適した温暖な
気候、一年を通じて里山・里海体験がで
きるような穏やかな自然など本県の観光
の優位性を活かしながら、代表的な観光
資源である「花」や「海」に加え、
「食」、「健康・癒し」、「自然体験」
「芸術・エンターテイメント」といった
新たなテーマの観光を創出・提供する、
新しい観光空間づくりを進めていきま
す。
さらに、観光交流の拡大を地域経済の活
性化に確実に結び付けられるよう、従来
型の観光を前提とする地場産業の体質改
善に加え、観光分野のベンチャー企業等
に対する多角的な支援制度の創設や新た
な観光事業者等の誘致を促進するための
条件整備など、産業構造の変革に取り組
んで行きます。
こうした、観光交流の受け皿づくりを踏
まえながら、国内外のプロモーション活
動を積極的に行います。特に、国際観光
については、成田国際空港を有する本県
の優位性を生かし、東アジアにおける国
際的観光地としての地位の確立に向け、
海外プロモーション活動の効率的展開や
外客受入体制の強化・充実に取り組みま
す。

ちば若者キャリアセ
ンターの利用者数

交通情報収集提供装
置等の整備

観光おみやげ品開発
事業者からの提案数

現状維持

Ｂ

拡大
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ちばエコ農産物産地拡大運動の展開 Ａ 現状維持

安全安心を基本とした創意工夫による個性豊かな産地の育成 Ａ 縮小

農業の雇用の促進、新規参入の促進、民間の活用 Ａ 拡大

新たな事業の創生、食品産業の参入・連携強化 Ａ 現状維持

ちばエコ農産物品目
数

Ａ

「ちばエコ農産物」
技術開発品目数（累
計）

Ａ

エコファーマー認定
数（累計）

Ａ

牛を放牧するか所数
（累計）

Ａ

定年帰農者等就農促
進講座参加者数

Ａ

新規就農相談件数 Ａ

女性起業家数（農
家）

Ｂ

県内外食品関連業者
との商談会開催数

Ａ

千葉のさかなブランド戦略の構築 Ａ 現状維持

千葉のさかなの販売促進 Ａ 縮小

養殖魚介類ブランド化の推進 Ａ 拡大

朝揚げ水産物直送便
の定着（輸送量）

Ａ

千産千消・千産全消のための販売・流通体制の確立 Ａ 拡大

農産物の輸出 Ａ 拡大

販売戦略会議の開催 Ｂ

販売促進セミナーの
開催

Ｂ

輸出に取り組む団体
数

Ｂ

サンブスギの利用材
積（素材）（累計）

Ａ

ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト Ａ 現状維持

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

Ａ 拡大

食の安全・安心体制の充実 Ａ 現状維持

学校給食への県産水
産物の提供校数

Ａ

ちば食育ボランティ
アの登録者数

Ａ

豚トレーサビリティ
実施出荷頭数

Ａ

食品販売店等における
食品品質適正表示率

Ｂ

人口10万人当たりの食
中毒罹患率（5年平
均）

Ｂ

現状維持

Ａ

Ｃ

現状維持

拡大

拡大

新鮮さとおいしさで親しまれ、信頼
をもって受け入れられる日本一の安
心農林水産物｢千葉ブランド｣の確立
に向けて概ね順調に進んでいます

が、ＷＴＯやＥＰＡ/ＦＴＡ交渉等の
進展に伴う輸入農林水産物の増加や
国内外の産地間競争の激化、担い手
の高齢化と減少、県民の食への不
安・健康志向の高まり、さらには

「ちばエコ農産物」の需要の増大な
ど、早急に解決しなければならない
多くの課題が残されており、関係機
関との連携を十分にとりながら施策
を推進していくことが必要です。

また、千葉ブランドの象徴でもある
「ちばエコ農産物」については、消
費・小売サイドからの需要数量の確
保ができていない、生産サイドから
は生産費・労力面でコスト高となっ
てしまうが市場評価の面で差別化が
図られない等の課題が残されていま

す。

Ａ

Ａ

Ａ

新品種の育成数（7年
度からの累計）

ちばエコ農業産地指
定地区数

ホームページ「千葉
さかな倶楽部」アク
セス件数

ちばエコ農産物 販売
協力店（累計）

学校給食における旬
の県産野菜使用割合

千葉県の農林水産業は、温暖な気候と三
方を囲む海、広大な大地に恵まれ、古く
から江戸の台所として発展し、現在で
は、本県６００万県民を中心に、首都圏
４１００万人へ生活に欠かすことのでき
ない食料を供給するという重要な産業と
なっており、農業においては全国第２位
の産出額、水産業においては全国屈指の
漁獲量を堅持しています。
このような中、食の安全性を脅かす問題
の発生、輸入農林水産物の増大による価
格の低迷、さらには国内外の産地間競争
の激化などにより、作れば売れるという
時代ではなくなってきていることから、
「消費者と生産者のお互いの顔の見える
関係」が構築できるという本県の有利な
地理的条件を活かし、多様化・高度化す
る消費者ニーズに的確に対応していくこ
とが必要となっています。
そこで、本戦略プロジェクトでは、消費
者の視点を踏まえた農林水産業への質的
転換を図ることにより、他県の追随を許
さない新鮮さとおいしさで親しまれ、信
頼を持って受け入れられる「干葉ブラン
ド」の確立を目指します。
具体的には、「ちばエコ農産物」に代表
される安全・安心農林水産物の生産の拡
大、消費者と生産者のお互いの顔が見え
る関係を活かした新たな流通システムの
構築、千産千消・千産全消・海外への輸
出を進める販売戦略の展開、今後、大量
に退職する団塊の世代や企業等の新規参
入の促進や観光、健康、食品産業等との
連携による新たな産業の創造を促し、千
葉ブランドを確固たるものにしていきま
す。
さらに、県民の食への不安を払拭し、
「食の宝庫ちば」に育った喜びを実感で
きるよう、「食育」を推進するととも
に、食の安全管理体制の充実強化を図っ
ていきます。

Ⅰ安全・安心な農産物の象徴である「ち
ばエコ農産物」の生産面積の拡大を図る
とともに、「千葉ブランド」の安定的な
生産を目指した農家の技術向上の支援と
担い手の育成を行うことにより、個性豊
かな産地を形成していきます。

Ⅱ新鮮でおいしい千葉のさかなを安
定的に供給し、消費者が安心と信頼
を持って購入することのできる「千
葉のさかなのブランド」を作り上げ
ていきます。

Ⅲ県内の消費者や実需者が欲しい時にい
つでも「千葉ブランド」を購入すること
ができる「千産千消」に向けた販売・流
通体制を整えていきます。また、販売戦
略のもと首都圏をはじめ全国の消費者に
県産品を自信をもって提供する「千産千
消・千産全消」を進めるとともに、海外
への輸出促進を図ります。

Ⅳ県民が食材豊富な千葉県に育った
喜びと健康を実感できるよう、安
全、安心のための推進体制を整備す
るとともに、自ら「食」について考
え、健全な食生活を身に付ける食育
を推進します。

千産千消ネッ
トワークの構
築

千葉ブランド
水産物の認定
品数（累計）

戦略
３

日本一の安
心農林水産
物「千葉ブ
ランド」の
確立

ちばエコ農産
物栽培面積

Ｂ

拡大

Ｂ

Ｃ
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

健康生活コーディネートプログラムの高度化の推進 Ｂ 現状維持

健康情報データシステムの運用 Ａ 現状維持

健康生活コーディネーターの育成 Ｂ 現状維持

健康づくり評価・分析 Ａ 現状維持

健康づくりふるさとちば普及啓発 Ａ 現状維持

市町村等におけるモデル事業の推進 Ａ 休止・廃止

健康づくり高度化の推進 Ａ 縮小

「健康生活コーディネート」の民間展開の推進 Ａ 休止・廃止

千葉県型介護予防モデルの開発 Ａ 休止・廃止

健診と連携した生活習慣病予防モデル開発事業 Ｃ 休止・廃止

健診と連携した生活
習慣病予防モデルの
開発事業実施か所数

Ｃ

産学連携による新たな健康づくり事業化支援事業 Ａ 縮小

地域資源を活用した健康療法(健康増進プログラム)の研究・開発 Ａ 縮小

現状維持

成人の肥満者
(BMI≧25.0)の
割合

－

－

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ⅰ健康政策「健康生活コーディネート」
の全県展開を進めます。

「健康づくりふるさと構想」の推進
について、概ね適切に実施しまし
た。
その理由として、メタボリックシン
ドローム対策のための全国に先駆け
たモデル事業をはじめとする様々な
モデル事業を実施して、その効果や
安全性を検証し、成果を積極的に市
町村等の関係機関へ提供するととも
に、健康生活コーディネート事業へ
の市町村の参画を促進し、県内市町
村の健康づくり事業のレベルアップ
を図ることができたことが挙げられ
ます。
なお、平成１８年度は調査未実施の
ため、データによる比較はできませ
んでした。

健康生活コーディ
ネートプログラム参
加者数

日頃から日常生
活の中で､健康
の維持･増進の
ために意識的に
体を動かすなど
の運動をしてい
る人の割合

現状維持

Ｂ

「健康づく
りふるさと
構想」の推
進

Ⅱ医療・福祉と一体となった生涯を通じ
た健康づくりを推進します。

拡大

「健康生活コーディネート事業」でモデ
ルを示した健康政策「健康生活コーディ
ネート」※を県民の健康づくりの仕組み
の一つとして定着させるため、市町村等
が実施する科学的な健康づくりへの総合
的な支援や民間事業者等と連携した事業
展開を図るとともに、健康づくりにおけ
る技術等の一層の高度化を促進します。
また、保健・医療・福祉が一体となった
生涯を通じた健康づくりを推進するた
め、健常者から要介護者まで一貫した健
康づくりシステムや健康診断と健康づく
りの連携による新たな生活習慣病予防モ
デルの開発を進めます。
さらに、県民の多様な健康ニーズに応え
る魅力ある健康サービスの創出に向け
て、森林、園芸、海洋、動物等、地域の
様々な資源を活用した健康増進プログラ
ムの研究・開発を行います。

＊　健康政策「健康生活コーディネー
ト」：千葉県が「健康づくりふるさと構
想」で打ち出した県民一人ひとりに合わ
せた新しい健康づくりの概念に基づく健
康政策です。①県民一人ひとりにあった
健康づくりメニューを提供（個別性）、
②科学的根拠に基づいた健康づくり手法
の導入（科学的根拠・安全性）、③運
動・栄養・精神保健の３分野の健康づく
りを総合的に実施（総合性）、④健康づ
くりの専門家が指導（専門の人材）、⑤
生涯を通じて継続できる環境づくり（継
続性）を一体的に展開します。なお、
「健康生活コーディネート事業」は、こ
の健康政策を具体化したプロジェクトの
1つです。

健康生活コーディ
ネーターの育成数
（累計）

千葉県介護予防モデ
ルの開発事業実施か
所数

ちば産学官連携健康
づくり推進事業数
（累計）

Ⅲ地域資源を活用し多様化するニーズに
応える魅力ある健康サービスの創出を促
進します。

戦略
４

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

安全安心まちづくり推進事業 Ａ 現状維持

安全安心まちづくりシンポジウム開催事業 Ａ 現状維持

犯罪発生情報等の提供事業

防犯講話等による自主防犯活動の促進事業

安全安心まちづくり推進体制の整備運営事業 Ａ 現状維持

みんなのちからで行う防犯対策支援事業 Ａ 現状維持

自主防犯団体の活動、施設に対する支援事業

地域安全活動指導員による安全・安心まちづくり推進事業

「菜の花ユニバース」による防犯対策事業

犯人逮捕など県民の模範と認められる者に対する賞揚

みんなのちからで行
う防犯活動支援事業
で支援を行う市町村
の数

Ａ

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

Ａ 現状維持

犯罪の防止に配慮した街路事業 Ａ 現状維持

犯罪の防止に配慮した県立都市公園の管理・整備 Ａ 現状維持

県営住宅の防犯に配慮した改善工事事業 Ａ 現状維持

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）を活用した地域の安全確
保の推進

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

Ａ 現状維持

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 Ａ 現状維持

防犯教室推進事業 Ａ 現状維持

子ども緊急通報装置を活用した子どもの安全確保の推進

被害者支援活動の促進事業 Ａ 現状維持

ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進 Ａ 現状維持

ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業 Ａ 現状維持

暴力根絶促進事業 Ａ 現状維持

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

拡大

拡大

Ａ

拡大

拡大

Ｂ
スクールガード・サ
リーダーの小学校巡
回指導校の数

子ども緊急通報装置
設置か所数

Ⅳ犯罪の被害に遭いやすい子どもたちの
安全確保に努めます。

被害者等の現状と支
援の必要性について
の広報啓発の実施

戦略
５

安全・安心
な生活空間
づくり

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

市町村等と連携した
防犯キャンペーンの
実施数

マンション管理基礎
セミナーにおける防
犯に配慮した住宅指
針の説明回数

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

Ⅴ犯罪の被害に遭ってしまった人を、社
会全体で支援し早期回復を図るための取
組を進めます。

都市化の進展による地域社会の連帯感
や、規範意識の低下など、社会の変化を
背景に犯罪が多発し、１４年には１６
８，３６６件と過去最多となりました。
その後、件数は減少傾向にあり、１７年
は１３１，０３７件と、ピーク時の約７
８％まで減少しましたが、それでも１０
年前と比較すると約１．３倍であり、依
然として高い水準にあります。
また、犯罪の組織化が進み、犯罪手口も
巧妙化するとともに、近年は通り魔や無
差別殺人、家庭内における虐待、ＤＶ
１）
お年寄りや子どもなどいわゆる犯罪弱者
をターゲットにした犯罪、少年による衝
撃的な殺人事件、さらに最近はＩＴ時代
を反映して携帯電話やインターネットを
使った犯罪が急増するなど、社会生活の
変化に伴い、昔なら想像もできなかった
ような犯罪が多発し、依然として県民の
不安は大きいものがあります。
私たちの住むまちが安全で安心なまちで
あることは、県民共通の願いです。
犯罪をなくし、県民が安心して暮らせる
生活空間を回復していくため、県民一人
ひとりが自分の安全は自分で守るという
意識を共有し、地域住民、市町村、事業
者等と県、警察、学校など関係機関が連
携・協働して普段からパトロールや防犯
訓練を行うなど、地域の　　安全対策を
講じるとともに、犯罪の防止に配慮した
道路、駐車場や住宅などの環境整備を推
進します。　また、犯罪による被害者等
の社会復帰や心のケアなど支援の充実を
図ります。

刑法犯認知件数

「防犯」につい
て「良いほう」
と感じる県民の
割合

拡大

Ａ

安全・安心な生活空間づくりに向け
て順調に進んでいます。刑法犯認知
件数は平成15年以降連続して減少し
ており、平成18年度で掲げた目標を
達成しています。また、体感治安に
ついても、県政の世論調査によれ
ば、平成17年に比べ、防犯について
「良いほう」と感じる割合が確実に
増加しています。

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

地域防犯情報セン
ターの数

拡大

Ｂ

Ａ

住民防犯パトロール
隊の数

合同現地防犯診断の
実施数

街頭緊急通報システ
ム（スーパー防犯
灯）の設置か所数
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次年度以
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

県営住宅を活用した新たな地域づくりモデル事業 Ａ 拡大

建築物におけるユニバーサルデザインの推進 Ａ 現状維持

新しい型のグループホーム設置・支援モデル事業 Ｂ 拡大

精神障害者の地域社会への移行モデル事業（マディソンモデル活用
事業）

Ａ 現状維持

障害をもつ子育て家庭を支援する事業（障害児タイムケア事業） Ｂ 休止・廃止

子どもの人権及び子どもの参画の検討 Ａ 拡大

みんなで支える子どもの成長推進事業 Ｂ 拡大

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

Ａ 現状維持

小学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業 Ａ 休止・廃止

まっ白い広場（プレーパーク）づくりモデル事業 Ｂ 現状維持

新たな地域福祉像の実現支援事業 Ｂ 現状維持

福祉有償運送支援事業 Ｂ 現状維持

福祉作業所等の機能を強化する事業 Ａ 拡大

｢草の根福祉推進型｣商店街活性化モデル事業 Ｃ 現状維持

地域生活創造ビジネスソーイング（種まき）事業 Ａ 休止・廃止

中核地域生活支援センターの機能強化を図る事業 Ａ 現状維持

子育て応援人材バンクづくり支援事業 Ａ 休止・廃止

子育て相談・情報提供事業 Ａ 休止・廃止

地域福祉を支える人材を養成する事業 Ｂ 現状維持

福祉人材研修受講推進（マイレージ）事業 Ｃ 現状維持

福祉サービス第三者評価・情報公表推進事業 Ａ 拡大

地域づくりリーダー
育成研修修了者数

Ｂ

福祉サービス第三者
評価・情報公表推進
事業

Ａ

就労支援ワーカーの
配置

Ａ

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

大学の知的資源を活用した地域づくり支援事業 Ａ 現状維持

子育て地域力強化モデル事業 Ａ 拡大

みんなのちからで行う防犯対策支援事業 Ａ 現状維持

地域活性化プラットフォーム事業（仮称） Ａ 現状維持

地域資源の活用と自主的文化活動による地域の活性化 Ａ 拡大

定住促進支援センター機能整備事業 Ａ 現状維持

みんなの知恵と力を合わせいきいきとした農山漁村づくり Ａ 拡大

農地・水・農村環境
の保全向上活動モデ
ル地区

Ａ

Ⅳ地域の中で（県民、市町村、企業、住
民活動団体・ＮＰＯ等）全ての人が能力
を発揮し、調和しながら、生活できるよ
う、地域が真に自立した新しい取組が活
発に行われる地域社会の実現とそのため
のシステムづくりを後押しします。

市民活動が､地
域において以前
よりも活発と
なってきたと思
う人の割合

Ⅲ「福祉」と「まちづくり」や「経済」
の融合を進める基盤として、県民、市町
村、企業、住民活動団体・ＮＰＯなど地
域の様々な方々と共に、地域内のニーズ
とサービスのコーディネートや評価、人
材育成などに取り組みます。

県営住宅を活用した
新たな地域づくりモ
デルの立ち上げ

まっ白い広場(プ
レーパーク)設置数

重度・重複障害者等
のグループホームの
か所数

グループホーム等を
支援する支援ワー
カーの配置

Ⅱ福祉と経済分野が融合した取組とし
て、地域における活力の維持とコミュニ
ティの再生の観点から、①地域ニーズに
応じて、②身近な地域で働くことがで
き、③地域を支え、変革していくビジネ
スが息づく地域づくりを目指します。

地域総合コーディ
ネーター研修実施
（14名継続実施）

生活圏タウンミー
ティングの開催回数

小域福祉フォーラム
の設置支援数（累
計）

集落営農組織数（累
計）

現状維持

Ａ

Ｂ

Ａ

拡大

Ａ

現状維持

Ｂ

Ａ

戦略
６

みんなでつ
くる新しい
地域社会

「みんなでつくる新しい地域社会」
の実現に向けて、順調に進んでいま
す。
生活圏を単位としたタウンミーティ
ングが、当初目標を上回る延べ118回
開催することができことなど、一定
の成果を挙げることができました。
また、県内各地域で、地域の問題は
地域で考えていくという趣旨のも
と、地域の住民が主体となって、次
世代育成や農業分野などで、個別の
地域課題の解決に向けた取組が行わ
れました。

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

｢あなたに合わせた
支援｣を行う事業者
数

次世代リーダー育成
研修修了者数

Ⅰ新しい住まいの場・生活の場・子育て
の場の確保など福祉とまちづくりの分野
が融合した取組として、地域ニーズに応
じて、地域の誰もが「あるがままに・活
き活き」と生活できる場づくりを進める
とともに、道路、建築物のバリアフリー
化、障害者等に対する差別をなくすため
の施策を進めます。

Ａ

現状維持

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

現状維持
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

合併推進構想の策定 Ａ 縮小

市町村合併促進事業 Ａ 拡大

市町村合併支援本部による全庁的な取組 Ａ 現状維持

新市町スタートアップ支援事業 Ａ 現状維持

ふさのくに合併支援交付金 Ａ 拡大

一部事務組合、公共的団体の再編・統合の支援 Ｂ 現状維持

市町村総合支援連絡会議による全庁的な取組 Ａ 拡大

元気な市町村づくり総合補助金 Ａ 現状維持

市町村振興資金の貸付 Ａ 現状維持

市町村における行政改革の推進 Ａ 現状維持

税務事務に従事する職員の県・市町村相互交流の推進 Ａ 拡大

市町村の政策法務への支援 Ａ 現状維持

地域づくりサポーター（支援者）出前事業 Ａ 現状維持

自治体新政策交流会議 Ａ 現状維持

市町村への権限移譲の促進 Ａ 現状維持Ⅳ市町村への権限移譲を推進することに
より、市町村の自主性が発揮できる体制
づくりを推進します。

パッケージ方式１）
による権限移譲市町
村数

Ⅲ分権社会をともに担っていく自立性の
高い市町村の形成を進めるため、市町村
の財政面・政策面での自主・自立に向け
た取組を支援していきます。

Ⅱ合併した市町が、速やかに一体的なま
ちづくりに取り組めるよう、合併市町と
協働で新市町の体制づくりなどに取り組
みます。

新市町スタートアッ
プ支援件数

集中改革プラン公表
済み団体数（千葉市を
除く）

現状維持

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

分権型社会を支える市町村への総合的支
援を適切に実施しました。その理由とし
て、
①　平成１８年度地方財政計画におい
て、地方税・地方交付税などの一般財源
総額は確保されたものの、歳出面におい
ては、公債費が依然高水準であることや
扶助費の増加傾向が続いている状況にあ
ります。市町村においては、集中改革プ
ランを策定し、行財政改革に積極的に取
り組んでいるところではありますが、不
足分については、依然基金の取崩しなど
により対応するなどその財政運営は厳し
い状況にあります。
　　このような中、市町村が抱える行財
政運営上の問題点等を市町村へのヒアリ
ング及び各種調査等から的確に把握し、
市町村が適切な解決策を講じられるよう
に助言等を行ったため、普通会計決算の
実質収支赤字団体を出さないことができ
る見込みであることが挙げられます。
②　自主的な市町村合併の推進に向け
て、平成１８年１２月に市町村合併推進
構想、１９年２月に新・新しいまちづく
り支援プランを策定しました。推進構想
においては、１０地域４０市町村を自主
的な市町村の合併を推進する必要がある
と認められる「構想対象市町村」として
位置づけ、また、東葛・葛南の１１市に
ついては、「更なるステップアップが望
まれる地域」として整理しました。この
構想策定後は、積極的に地域に出向き、
市町村や住民の皆様に合併の意義、合併
の必要性、合併の組合せの設定理由など
を説明し、地域で十分に話し合いが行わ
れるように取組みを進めたことが挙げら
れます。
③　合併市町のまちづくりに対する協働
の取組として、新市町スタートアップ支
援事業において、目標の支援件数２０件
に対し、２１件の支援を実施したことや
ふさのくに合併支援交付金を平成の市町
村合併第１ステージで合併した１１市町
すべてに交付したことなどが挙げられま
す。
④　市町村の政策面の自立に向けた支援
として、政策法務研修を当初の目標の
２．５倍の５回開催したこと、自治体新
政策交流会議を目標どおり３回開催する
など、市町村の自主・自立に向けた取組
への支援を実施したことが挙げられま
す。
⑤　権限移譲の推進については、パッ
ケージ方式による権限移譲はできません
でしたが、５分野４２項目６６事務の
パッケージリストを作成したことや新た
に７項目６４事務の権限移譲を行ったこ
とが挙げられます。

Ⅰ「市町村合併推進構想」を策定すると
ともに、市町村の自主的な合併の取組へ
の支援や県民への情報提供等に努め、市
町村合併を推進します。Ａ

分権型社会
を支える市
町村への総
合的支援

1
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）

自治体新政策交流会
議の実施回数

法定合併協議会の設
置済み数（新合併特
例法適用）

政策法務研修の実施
回数

現状維持

拡大

拡大

分権型社会では、地域づくりは、これま
での中央集権型の画一的な制度や政策に
よるものから脱却し、地域の実情や特性
を一番よく知っている住民が主体となっ
たものへと転換していかなければなりま
せん。
現在、三位一体の改革が進められていま
すが、地方分権の受け皿として推進して
いる本県の市町村合併は１１地区３５市
町村で行われ、平成１８年３月末には、
これまでの８０あった市町村が５６に再
編されることになりました。また、合併
を達成した新市町には課題も多く、現
在、県と市町村とで研究会を設置するな
ど、県としても全面的に合併市町を支援
しています。
今後、分権がますます進展し、権限の移
譲がさらに進むことから、その受け皿と
して、第２ステージの合併の推進、中核
市への移行など、足腰の強い市町村行政
体制の整備を促進してまいります。
また、市町村は、住民に最も身近な基礎
自治体として、住民のニーズを敏感に感
じ取り、住民、民間企業、住民活動団
体、ＮＰＯなど多様な主体と連携・分担
しながら、地域に本当に必要とされてい
る政策を立案・実行する総合行政を展開
していかなければなりません。
もちろん、これからの市町村には財政面
の自立だけでなく、職員の意識改革や高
度化する行政事務に的確に対応できる政
策形成・法務能力に富む専門的な職員の
育成など、政策面の自立が求められてい
ます。
そこで、県は、将来の千葉県の自治の姿
を形づくるという認識に立ち、地方分権
時代にふさわしい自立性の高い市町村の
形成を進めるため、全庁横断的な体制に
より、自主的な市町村合併の一層の推進
と併せ、市町村を総合的に支援していき
ます。

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

子育て県民基金の設立の検討 Ａ 休止・廃止

子育て地域力強化モデル事業 Ａ 拡大

子育て相談・情報提供事業 Ａ 休止・廃止

子育て応援人材バンクづくり支援事業 Ａ 休止・廃止

地域の教育力の活用の推進 Ｂ 現状維持

地域子育て支援センターの整備を促進する事業 Ａ 拡大

すこやか保育支援事業 Ａ 現状維持

私立幼稚園における子育て支援の充実 Ａ 拡大

子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業 Ｂ 現状維持

放課後における児童の健全育成の推進 Ａ 拡大

私立学校経常費補助の実施 Ａ 拡大

小児・周産期医療を整備・充実する事業 Ａ 現状維持

カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業 Ａ 現状維持

中学生・高校生のための健康づくりピア相談 Ａ 現状維持

学校の施設の開放を推進する事業 Ｂ 現状維持

小学校と幼稚園・保育所の連携推進モデル事業 Ａ 休止・廃止

小学校から始めるキャリア教育の推進 Ａ 現状維持

ちば若者キャリアセンターによる就業支援 Ａ 現状維持

企業実習と教育訓練による若年者就業支援 Ａ 拡大

みんなで支える子どもの成長推進事業 Ｂ 拡大

児童自立生活援助事業 Ａ 拡大

障害をもつ子育て家庭を支援する事業 Ｃ 休止・廃止

発達障害児（者）への支援体制の整備 Ａ 拡大

まっ白い広場（プレーパーク）づくりモデル事業 Ｂ 現状維持

企業における仕事と子育ての両立支援の促進 Ａ 現状維持

子育てお母さん再就職支援センターの創設 Ａ 現状維持

育児休業取得率 －

(仮称)子育てお母さ
ん再就職支援セン
ター

Ａ

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

児童虐待防止に向けた啓発･研修事業 Ａ 拡大

児童虐待防止ネットワーク地域力強化事業 Ｂ 拡大

子どもの人権及び子どもの参画の検討 Ａ 拡大

次世代育成
支援対策の
推進

「次世代育成支援対策の推進」に向
けて概ね順調に進んでいます。
　主なものとして、地域子育て支援
センターが150か所、放課後児童クラ
ブが21か所増加するなど、地域での
特性やニーズに応じた多様な子育て
支援の推進に成果を上げることがで
きました。また、日本版デュアルシ
ステム訓練事業による就職率も年々
順調に増加しています。
一方、“社員いきいきいきいき！元
気な会社”宣言企業数は、目標には
達しませんでしたが、前年度より52
社増加し、県内の企業においても仕
事と家庭の両立に向けた取組が広
がっています。
さらに、要保護児童対策地域協議会
を設置している市町村は、今年度目
標の20市町村となり、子どもの社会
的擁護の充実が図られています。

Ｃ

Ⅰ子育ての地域力を強化します。2

「子どもと子育
て家庭の育ちを
地域のみんなで
支える」取組み
を行う地域の数
（小域福祉
フォーラム又は
地域子育て会
議の設置支援
数）

周産期母子医療セン
ターの設置数

地域子育て支援セン
ター設置数（なのは
な子育て応援事業実
施保育所を含む。）

放課後児童クラブ設
置数

Ⅲ子どもの遊び場、交流の場の充実を図
ります。 まっ白い広場（プ

レーパーク）設置数

日本版デュアルシス
テム訓練事業による
就職率

地域小規模養護施設
の設置数

拡大

現状維持

拡大 拡大

拡大

現状維持

Ｂ

Ａ

Ⅱ子どもたちの心と体の健やかな成長と
自立した若者への成長を応援します。

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

“社員いきいき！元
気な会社” 宣言企業
数（累計）

要保護児童対策地域
協議会14）設置市町
村数

Ⅳ仕事と家庭の両立や働き方の見直しを
進めます。

Ⅴ子どもへの虐待を防止し、子どもの権
利を守ります。

Ａ

Ａ

地域のみんなが、すべての子どもと子育
て家庭の育ちを支え、千葉県でこそ子ど
もを生み育てたいと思い、また、子ども
たちが、かけがえのない存在として、愛
情に包まれた地域社会を目指します。さ
らに、仕事と子育ての両立ができる職場
づくりなど、男性と女性がともに子ども
を育てながら、仕事ができる社会の実現
を目指します。
このため、「千葉県次世代育成支援行動
計画」の基本理念「子どもは地域の宝
すべての子どもと子育て家庭の育ちを地
域のみんなで支える」の実現に向けて、
当事者の視点に立ち、「子ども・若
者」、「親」、「地域」の３つの領域に
位置付けた、次世代育成支援のための必
要な施策を、分野横断的に推進します。
「子ども・若者」については、子どもの
視点を重視し、子どもが社会の一員とし
て尊重され、生まれてよかったと思える
社会の実現を目指すとともに、子どもが
心身ともに健やかに育ち、自立した若者
へ成長できるよう、食育の推進をはじめ
とする乳幼児期からの子どもの健康の増
進や子どもの生きる力を育む教育の推
進、子どもの社会参画の促進、若者の就
労支援などの施策を推進します。
「親」については、男性の育児休業の取
得促進等、男女がともに仕事と生活のバ
ランスの取れた働き方ができるよう見直
すとともに、出産後に再就職を希望する
女性への支援など、誰もが安心して子ど
もを生み育てられるような社会環境づく
りや多様な生き方が可能な地域社会の実
現を目指して、事業所における次世代育
成支援対策の取組の促進などの施策を進
めます。また、「子育て」は「親育ち」
でもあるという視点から、親自身の育児
力を高めるための地域活動への参加や、
男性の育児・家事への参加等を促進する
ための施策を推進します。
「地域」については、地域の特性やニー
ズに応じた、地域での多様な子育て支援
を推進するため、子どもと子育て家庭の
育ちを地域のみんなで支える取組への支
援施策や子どもの遊び場などの施策を推
進します。
以上のような次世代育成支援対策を推進
するため、その中心的役割を担う市町村
に対しては、子育て地域力の強化やまっ
白い広場（プレーパーク）づくりなどの
先駆的、モデル的事業の実施・提案など
により、市町村の主体的で積極的な次世
代育成支援対策への取組を強力に支援し
ます。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

「千葉県男女共同参画」及び「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計
画」の推進

Ａ 現状維持

男女共同参画に関する苦情等の処理 Ａ 現状維持

県の審議会等の女性
委員の割合

Ａ

市町村支援の強化 Ａ 現状維持

民間団体等への支援・連携 Ｂ 拡大

男女共同参画に関す
る事務の担当部署が
組織上位置付けられ
ている市町村の割合

Ｂ

ちば県民共生センター事業
（旧女性センター機能の拡充）

Ａ 拡大

ＤＶ被害者相談支援体制の整備・促進 Ａ 現状維持

ＤＶ被害者と子どもの安全と平穏な生活を確保するための支援事業 Ａ 現状維持

暴力根絶促進事業 Ａ 現状維持

県が関与するＤＶ被
害者支援に関する研
修の受講者数（累
計）

Ａ

事業所における男女共同参画の促進 Ｂ 現状維持

子育てお母さん再就職支援センターの創設 Ａ 現状維持

政策・方針決定過程への参画促進 Ａ 現状維持

農山漁村女性起業の躍進 Ａ 現状維持

女性の認定農業者数 Ａ

女性の農業委員数 Ｃ

Ｃ
雇用労働関係セミ
ナーの受講者数（年
間）

民間ＤＶ被害者支援
活動団体数

Ⅲ　ＤＶ被害者一人ひとりが、どこで
も、安心して安全・平穏な生活をおくる
ことができるよう必要な支援を行うとと
もに、全県的なＤＶ相談支援体制の整備
を促進します。

Ⅴ　農林漁業分野における女性の政策・
方針決定の場や経営への参画を促進する
ため、より一層の能力開発を図るととも
に、効果的・効率的な支援体制を構築
し、その実現を図ります。

Ⅳ　雇用等の場における女性の能力活用
や、誰もが仕事と家庭生活等との両立が
可能な就業環境の整備を促進するため、
事業所に対する支援を行うとともに、出
産、子育て後の再就職を希望する女性を
支援します。

男女共同参画計画を
策定した市町村の割
合

Ⅱ　市町村、民間団体等への情報提供等
による支援や男女共同参画センター及び
南房総地域、東葛飾地域における男女共
同参画センターの設置を行うとともに、
連携強化を図り、地域の推進体制整備を
促進します。

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

農林水産業に関する
女性起業家・グルー
プ数

男女共同参画社会の実現に向けて、
着実に進んでいますが、一部に問題
があります。
・ 男女共同参画社会の実現に向けた
計画の策定及び推進については、
「千葉県男女共同参画計画(第２
次)」を18年12月に策定し、男女共同
参画社会の実現に向けた新たな取組
みが始まりました。指標等の一つで
ある「県の審議会等における女性委
員の比率」は、18年度当初で27.3％
に留まり、第1次計画で目標とした
「平成17年度30％」を達成すること
ができませんでした。
・ 市町村の取組みについても、男女
共同参画計画を策定した市町村は
46.4％と、目標の50％を達成するこ
とができず半数以下に留まっており
ます。また組織上男女共同参画担当
部署を位置付ける市町村は89.3％と
増えていますが、これは市町村合併
により組織を整備している市町村に
吸収されたためであり、新たに位置
付けた市町村はなく、依然として地
域差が見られ、県として一層の支援
が必要となっています。
・ 民間団体等の活動支援及び連携に
ついては、19年2月に「第１回千葉県
男女共同参画推進連携会議」を68団
体の参加を得て開催し、19年度は部
会ごとの情報交換会や研修会を継続
的に行い協働体制強化に努めていく
ことが確認されました。
・ ＤＶ被害者支援に関しては、18年
3月に策定した「千葉県ＤＶ防止・被
害者支援基本計画」に沿って県内関
係団体と連携を図り、取組みを進め
たところ、民間被害者支援活動団体
数は20団体から21団体へ微増し、県
が関与するＤＶ被害者支援に係る研
修の受講者数は4580人から5347人へ
大幅に増加するなど、ＤＶに関する
認識も一層高まってきました。今後
も、この計画に沿って更に取組みを
進めます。
・ 雇用の場における女性の能力活用
や、仕事と家庭生活等の両立が可能
な職場環境の整備については、積極
的な取組みを図っている事業所とそ
うでない事業所における現状の差が
大きく、雇用の場における男女共同
参画の意義と重要性が全ての事業所
に認識されるよう、県としても一層
の取組みが必要となっています。
・ 農林水産分野における女性の政
策・方針決定の場や経営への参画に
ついては、着実に進んでいますが、
全国的に見ると、特に政策方針決定
の場への参画は、依然として低い水
準にあり、今後更なる取組みを進め
ていく必要があります。

－

社会のあらゆる
分野において、
指導的地位に女
性が占める割合

－

3 男女共同参
画社会の実
現

Ⅰ　男女共同参画施策を総合的、効果的
に展開するため、県民の声を反映させな
がら、「千葉県男女共同参画計画」及び
「千葉県DV防止・被害者支援基本計画
（仮称）」を計画的に推進します。

Ｂ

現状維持

拡大

拡大

Ａ

ＤＶに対する認識 －

Ａ

苦情処理機関の設置

Ｂ

社会全体で、男
女の地位が平等
になっていると
思う人の割合

現状維持

現状維持

現状維持
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

コミュニティファンド創設の検討 Ｂ 拡大

ＮＰＯの事業力強化支援事業 Ａ 縮小

ＮＰＯ運営相談事業 Ａ 休止・廃止

ＮＰＯと民間とのパートナーシップ市場（仮称） Ａ 現状維持

地域活性化プラットフォーム事業（仮称） Ａ 現状維持

ＮＰＯ出前講座開催事業 Ａ 大幅に縮小

ＮＰＯ活動広報事業 Ａ 拡大

ＮＰＯ法適正運用事業 Ａ 現状維持

ちばパートナーシップ市場 Ａ 現状維持

Ａ

Ａ

Ｂ

ＮＰＯ法人が他団体
と連携しており、今
後も連携していきた
いとする割合

身近で活動する団体を
知っている人の割合

ＮＰＯと県との協働
事業の件数

市民活動が、地
域において以前
よりも活発と
なってきたと思
う人の割合

Ｂ

２１世紀は、住民が主役となる世紀で
す。子育て、環境、福祉、スポーツ、芸
術、まちづくり、国際貢献などさまざま
な分野で、住民活動団体やＮＰＯ1)が主
体的に活動を展開しています。
そこで、千葉県では、こうした自発的な
市民活動が最も活発に行える社会環境の
確立を目指しています。それこそが、Ｎ
ＰＯ立県千葉の実現にほかなりません。

県では、こうした市民活動やＮＰＯと県
との対等な立場での連携、協働の仕組づ
くりを進めてきました。
そして、ＮＰＯ立県千葉の実現に向けた
第一ステージでは、白紙の状態から、県
民参加による「千葉県ＮＰＯ活動推進指
針」の策定や、県とＮＰＯとのより良い
パートナーシップを築くためのルールで
ある「千葉県パートナーシップマニュア
ル」の作成などに取り組みました。今後
は１８年度から２０年度までを、ＮＰＯ
立県千葉の実現に向けた第二ステージと
位置づけ、第一ステージで育まれた「県
民参加・県民主役」のための仕組をさら
に発展させるとともに、市民活動が生み
出す成果をより多くの県民が共有できる
ようにしていきます。
このことにより、県民一人ひとりが、地
域づくりに主体的に参画・実践していく
千葉県づくりを進めます。また、このこ
とが自発的に地域の課題解決に取り組む
ＮＰＯ法人などをさらに生み出し、千葉
県の自治のちからを一層強いものにして
いきます。そして、千葉県に真の地方自
治や分権型社会の実現をもたらします。

1) ＮＰＯ：Nonprofit  Organizationの
略で、「民間非営利組織」と訳されてい
ます。県民の自発性に基づき営利を目的
とせずに自立的・継続的に社会サービス
を提供する団体のことです。ＮＰＯ法人
に限らず、自発性に基づいた社会的な活
動を行う自治会・町内会、婦人会といっ
た組織・団体を含み、法人格の有無を問
いません。

4 ＮＰＯ立県
千葉の実現

ＮＰＯ立県千葉の実現に向けて、順
調に進んでいます。
　平成18年度の県政に関する世論調
査では「市民活動が、地域において
以前よりも活発となってきたと思う
人の割合」が前年より3.5％増加し、
全体の3割、つまり3人に1人がこのよ
うに思っていることになります。同
じ調査では、市民活動の認知度も
「身近で活動する団体を知ってい
る」「新聞やテレビでは聞くが身近
な団体を知らない」を併せて、
85.4％と、多くの県民が何らかの市
民活動団体を知っていることになり
ます。これは前年度と比較しても約
6％増加しており、認知度が高まって
いることがわかります。
また、ＮＰＯ法人認証数は概ね目標
どおりの1,169団体となり、16年度と
比較して42％の増加となっており、
順調に増加しています。これは都道
府県認証数では全国で5番目に多い法
人数です。このほか内閣府所管法人
の中で、主たる事務所又は従たる事
務所が県内にある団体数も約200件あ
り、法人だけでも約1,400団体となり
ます。このほか任意団体を含めると
これ以上の数の団体が県内で活動を
展開し、活動が広がっていることに
なります。
このように、自発的な市民活動が確
実に活発化してきており、最も活発
に行える社会環境の確立に向けて着
実に進んでいます。
しかし、一方で、約3分の2の人が、
市民活動が活発になってきていると
は認識していないことから、引き続
き目標に向けて、ＮＰＯの認知度を
上げていく必要があります。

拡大

ＮＰＯ法人認証
数

Ⅰ　ＮＰＯの自立を促進し、ＮＰＯ自ら
がその事業力を強化することや、ＮＰＯ
が市町村、企業等とのパートナーシップ
を構築することを支援します。また、県
民がＮＰＯの活動や成果を実感し、自ら
がＮＰＯを通して社会的な課題に取り組
む機運を醸成します。

Ⅱ　行政と社会サービスの担い手である
ＮＰＯとの対等で緊張感のあるパート
ナーシップを強化し、社会的課題に取り
組む「パートナーシップ型行政」への転
換を進めます。

Ａ

拡大

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

県民の文化活動への総合支援体制の充実 Ａ 現状維持

文化芸術に親しむ機会の促進 Ａ 現状維持

児童・生徒が質の高い文化芸術にふれあう機会づくり Ａ 拡大

千葉県少年少女オーケストラの育成 Ａ 現状維持

県民芸術劇場入場者
数

Ｂ

県民が提案し、企画運営する新たな文化芸術祭の実施 Ａ 現状維持

県民参画による文化活動と公共施設の活用 Ａ 縮小

世界へつながる芸術文化への参画 Ａ 現状維持

地域資源を活用したちば文化の推進 Ａ 拡大

文化遺産の中で行う演劇等の開催 Ａ 現状維持

「房総のむら」の整備 Ａ 拡大

「ちばの技」学び伝え教室 Ａ 拡大

伝統的工芸品業種の
指定数

Ａ

千葉･県民芸術祭参加
者数

民話の広場事業(仮
称)参加者数

県立房総のむら入館
者数

ちば文化交流ボック
スへのアクセス件数

Ｂ

文化会館(４館)にお
ける芸術鑑賞事業入
場者数

Ⅲ　自然や文化遺産等の特性を生かす千
葉らしい文化づくりを進めるとともに、
歴史的建造物等で行うコンサート支援や
様々な体験事業、工芸品製作者の後継者
養成を行い、伝統文化の継承や活用を図
ります。

Ⅰ　文化を創造するための環境づくりを
促進するため、多様な文化情報の提供
や、文化芸術に親しみ、ふれあう機会の
促進を図ります。

－

5 ちば文化の
創造に向け
て

芸術文化団体
加入者数

県立芸術･文化
施設の利用者
数
※県立文化会館
４館
県立美術館･博物
館　９館

Ⅱ　主体的な県民参画による文化活動の
充実を図るため、芸術文化団体の行う文
化創造活動の支援やあらゆる文化団体の
協働による“文化のうねり”を巻き起こ
すためのフェスティバル等を開催しま
す。

検証指標である芸術文化団体加入者
数については、１７年度の基準数を
把握する際に２１団体中２団体に誤
りがあり、実際の基準年の値は１４
８，９１７人でした。これと達成状
況を比較すると、加入者数は着実に
伸びており、目標値はほぼ達成して
いると考えられますが、すでに公表
している基準年の値と目標値を変更
するのは好ましくないと考え、評価
不能としました。
ちば文化の創造については、概ね順
調に進んでいます。その理由とし
て、①文化を創造するための環境づ
くりを推進するため、「県民芸術劇
場」や「ちば街角劇場」を開催し、
それぞれ入場者数・参加者数が前年
度に比べて増加したこと、②県民参
画による文化活動の充実を図るため
の「千葉・県民芸術祭」では、美
術・音楽・舞踊などの芸術文化団体
による事業などを展開し、昨年度以
上の参加者があったこと、「フェス
タ“演，鑑、語”」では実行委員会
形式で実施し、“文化のネットワー
クづくり”ができたこと、③自然や
文化遺産を生かした千葉らしい文化
づくりを進めるため、「民話の広
場」事業を延べ１００回開催したこ
と、「ちばの街道を歩こう」事業で
は定員を大きく上回る応募者があっ
たこと、「ちばの文化資源再発見事
業」で新たな資料を追加公開し、
「ちば文化交流ボックス」の充実が
図れたことなどが挙げられます。

拡大

現状維持

Ｂ

現状維持

現状維持

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

千葉県は、豊かな自然と穏やかな気候風
土に恵まれ、農漁業を中心とした産業が
古くから盛んで、祭りや民謡など数多く
の生活文化が育まれてきました。また、
鎌倉・江戸・遠く近畿地方との交流も活
発に行われ、多様性に満ちた特色ある文
化が形づくられてきました。そして今
日、生きがいや心の豊かさを求める気運
の高まりの中で、県内各地では、さまざ
まな分野で文化・芸術に親しみ、自ら積
極的に参加する人々の環が大きな広がり
をみせ、新たな文化創造の試みが始まっ
ています。
今こそ、こうした歴史の中で脈々と受け
継がれてきた文化と、全国各地から移り
住んだ人々によってもたらされた文化、
そして県内各地で盛んに取り組まれてい
る新しい文化など、多様な文化の交流と
発展を躍動的な“文化のうねり”とし、
本県独自の「ちば文化」を創造して、県
民が日々心豊かに暮らし、優しさと思い
やりにあふれ、活力に満ちた地域社会を
形成していく時代です。
そこで、県では、邦楽などの伝統芸術、
貴重な伝統文化や文化遺産を継承すると
ともに、文化の担い手である６００万県
民一人ひとりが、千葉県に愛着と誇りを
持つことができる「ちば文化」を創造す
るための支援をします。
さらに、県民をはじめ、芸術文化団体や
ＮＰＯ・文化ボランティア・企業など、
あらゆる主体が分担・連携して、共に
「ちば文化」を支える広汎な“文化の
ネットワーク”が求められており、県と
しては、そのために必要な支援をしま
す。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

身体障害者情報バリアフリー化支援事業 Ｂ 休止・廃止

情報教育の充実 Ａ 現状維持

生涯学習情報提供システムの充実 Ａ 現状維持

千葉県立図書館統合電算システム構築事業 Ａ 拡大

申請・届出等行政手続きのオンライン化システムの導入 Ｂ 拡大

地方税電子申告システムの導入 Ｂ 現状維持

県内全域における高水準のブロードバンド化の促進 Ａ 拡大

中小企業のⅠＴ利活用支援 Ａ 大幅に縮小

農林水産業情報システムの充実 Ａ 縮小

生涯学習情報提供シ
ステムへのアクセス
数

Ａ

県立図書館ホーム
ページへのアクセス
件数

Ａ

地方税電子申告シス
テムによる申告件数

Ｂ

県内全域における高
水準のブロードバン
ド化の促進（光ファ
イバーによるイン
ターネットサービス
利用可能市町村数）

Ａ

中小企業のＩＴ活用
の促進（千葉県ベイサ
イドカタログパークへ
の企業情報掲載）

Ａ

農林水産業情報シス
テムトップページ
「ちばの農林水産
業」アクセス件数

Ｂ

電子入札の導入 Ａ 拡大

総合文書管理システムの開発 Ａ 現状維持

行政情報ネットワーク整備計画策定・設計業務 Ａ 拡大

安全で効率的な行政
情報ネットワークの
整備

Ａ

Ⅱ電子自治体の推進
　電子自治体の構築を推進し、行政サー
ビスの向上と行政事務の一層の効率化を
図ります。

身体障害者情報バリ
アフリー化支援事業
による助成件数Ｂ

ブロードバンド
契約数
世帯比（DSL、
CATV）

6

インターネット
で可能な申請・
届出の割合

便利で活力
ある社会に
向けたＩT
利活用の推
進

Ⅰ　ＩＴによる県民生活・産業活動の向
上
　県民生活・産業の各分野において、I
Ｔを積極的に活用し，県民生活の質的充
実及び産業活動の振興を図ります。

拡大

Ｂ

ＩＴ化の推進の実現に向けて順調
に進んでいます。この理由とし
て、①高速インターネット接続可
能地域（ＡＤＳＬ）が全局（２０
８局）に整備されており、ＡＤＳ
Ｌより高速な光ファイバー利用
サービス利用地区が４１市町村に
拡大したこと、②電子申請システ
ムの適用業務が着実に拡大してい
ること、③電子入札の件数が９７
７件と増大していることなどが挙
げられます。

拡大

拡大

授業改善を目的とし
た教育用コンテンツ
の利用状況（県立高
校全教員中における
授業改善のための講
座等受講者数の割
合）

電子入札案件の拡大

Ｂ

Ｂ

Ａ

総合文書管理システ
ムの開発

Ａ

社会の様々な分野でＩＴ*の活用が進
展しており、国においても、ＩＴ新
改革戦略等*の中で「ＩＴの利活用に
よる、『元気・安心・感動・便利』
社会の実現」を目指すこととしてい
ます。
本県においては、インターネットの
ブロードバンド*化など、情報通信基
盤の整備が一定水準に到達したこと
から、今後はすべての県民がＩＴを
自由に・容易に使える格差のない豊
かさを実感できる社会を目指し、Ｉ
Ｔの利活用を一層推進します。具体
的には、申請・届出等行政手続のオ
ンライン化等、利便性の高い多様な
行政サービスの提供、ＩＴを活用し
た県民への情報提供や広聴の拡大、
教育・医療分野でのＩＴ化の充実、
さらにはＳＯＨＯ*等新たな就業形態
の創出や、農業・観光分野等におい
てＩＴの活用（情報発信・電子商取
引等）を促進することにより地域産
業の活性化に取り組んでいきます。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

健康福祉千葉方式による施策展開を推進する事業 Ａ 拡大

千葉県地域福祉支援計画を推進する事業 Ａ 拡大

第三次千葉県障害者計画を推進する事業 Ａ 現状維持

千葉県次世代育成支援行動計画を推進する事業 Ａ 現状維持

千葉県高齢者保健福祉計画を推進する事業 Ａ 現状維持

千葉県障害福祉計画の策定及び市町村障害者計画策定の支援 Ａ 大幅に縮小

新たな地域福祉像の実現支援事業 Ｂ 現状維持

中核地域生活支援センターを整備する事業 Ａ 現状維持

ちばの地域福祉先駆的・モデル自治体ユニット活動推進事業 Ｂ 現状維持

「わがまちの福祉力（ちから）自慢」事業 Ａ 休止・廃止

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

「誰にもやさしい」まちづくりを推進する事業 Ａ 現状維持

福祉有償運送支援事業 Ｂ 現状維持

障害保健福祉サービスを一元化し障害者の自立と地域生活への移行
を支援するための新たな制度定着への取組み

Ａ 大幅に縮小

交通バリアフリー化の推進 Ａ 拡大

障害者自立支援法に
基づく市町村審査会
の設置、市町村障害
福祉計画策定

Ａ

主要駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽ
ｶﾚｰﾀｰ設置割合
※主要駅：１日あた
りの利用者数が5千人
以上の駅

Ａ

乗合バス車両におけ
る低床化車両の割合

Ａ

福祉人材研修受講推進（マイレージ）事業 Ｃ 現状維持

福祉塾・ジュニア福祉塾の開催を支援する事業 Ｂ 拡大

地域福祉の現場を支える人材を養成する事業 Ｂ 現状維持

医師確保事業 Ａ 現状維持

若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実施する事業 Ａ 現状維持

医療従事者の定着促進・離職防止、医療安全対策としての医療従事
者卒後研修を実施する事業

Ａ 現状維持

地域づくりリーダー
育成研修修了者数

Ｂ

病院(看護職)の離職
率の減少

－

健康福祉リソースセンターを整備する事業 Ａ 拡大

「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌほーむぺーじコンテスト」を開催する事業 Ａ 現状維持
「ユニバーサルホー
ムページ」アクセス
件数

Ⅲ保健・医療・福祉サービス利用者の求
めに応じた健康福祉分野の人材育成を推
進します。

小域福祉フォーラム
の設置数(累計)

地域福祉計画の策定
市町村数（累計）

次世代リーダー育成
研修修了者数

地域総合コーディ
ネーター研修修了者
数(14人継続実施)

健康福祉千葉方式の
認知度

｢あなたに合わせた支
援｣を行う事業者数

生活圏タウンミー
ティングの回数

7 「新たな地
域福祉像」
の実現に向
けた基盤整
備

「県民一人ひとりがいきいきとする暮ら
しの創造」を目指し、「千葉県地域福祉
支援計画」（平成16年3月策定）で提示
した「新たな地域福祉像」（①誰もが、
②ありのままに・その人らしく、③地域
で暮らすことができる）の実現に向けた
施策を実践的･具体的に推進する必要が
あります。
そのため、「健康福祉千葉方式」（①対
象者横断的な施策展開、②当事者を含め
た民間と行政の協働）の市町村への普
及・定着を図り、市町村との協働のも
と、基本福祉フォーラム1)や小中学校を
単位とする小域福祉フォーラム2)を県内
全域に設置するとともに、中核地域生活
支援センター3)の充実を図り、これらの
活動を通し、地域福祉の活性化を図りま
す。また、就労、教育、まちづくりなど
様々な分野に、福祉の視点をとり入れた
ユニバーサル4)まちづくりを進めます。
あわせて、子ども、障害者、高齢者、サ
ラリーマンなど地域の構成員一人ひとり
が、お互いに配慮しながら支え合う地域
社会、地域に存在する資源・サービスを
あらゆる人々が活用でき、不足するもの
は地域住民がつくりだしていく地域社
会、「生まれてきてよかった」、「暮ら
していてよかった」と思える地域社会な
ど、このような「新たな地域社会」の実
現を目指します。
さらに、地域生活を支える資源の原点は
人材であることから、健康福祉分野の人
材の育成と資質向上を進めるとともに、
県民が自らの判断で適切なサービスを利
用することができるようにするため、情
報弱者5)にも配慮した健康福祉情報の発
信と受信に努めます。
1)基本福祉フォーラム：市町村圏域で活
動する地域福祉の担い手が中心となり、
地域福祉等のあり方･取り組み方を考え
ていく組織。
2)小域福祉フォーラム：従来の地域福祉
の担い手と新たな担い手とが協働して、
地域福祉等のあり方･取り組み方を考え
ていく組織。
3)中核地域生活支援センター：児童、高
齢者、障害者といった対象者種別にとら
われず、福祉全般にわたる相談に365
日・24時間体制で応じ、速やかに適切な
機関への連絡・調整などの必要な活動な
どを行います。
4)ユニバーサル：「普遍的な、万人の」
という意味です。
5)情報弱者：様々な理由から、パソコン
やインターネットをはじめとする情報・
通信技術の利用に困難を抱える人。

Ⅱ地域福祉推進体制の整備やユニバーサ
ルなまちづくりを推進します。

「新たな地域福
祉像」の認知度

Ⅳ健康福祉情報の一元化と情報障壁（バ
リア）の解消を推進します。

拡大

Ｂ

・健康福祉千葉方式による施策推進
のための基盤整備に向けて、概ね順
調に進んでいます。
　この理由としては、①健康福祉千
葉方式によるミニタウンミーティン
グを118回開催し、延べ3,754人が参
加するなど県民の意見を広く聴くこ
とができました。また、2007年アク
ションプラン策定にあたっては、地
域福祉支援計画など各推進作業部会
を中心に民間と協働し、事業の選択
を行いました。②「あなたに合わせ
た支援」を行う事業者数が、当初目
的を上回り166事業所となりました。
③次世代リーダー育成研修、地域総
合コーディネーター研修、地域づく
りリーダー育成研修を通じて、地域
福祉を担う人材の育成・資質の向上
を図ることができました。④福祉施
設等の総合情報提供システム「健康
福祉・情報の森」により、福祉施設
サービス・在宅サービスの情報を発
信するとともに、高齢者・障害者な
どに使いやすいホームページを普
及・推進するため、「誰でも使える
ホームページコンテスト」を実施し
たことなどが挙げられます。

Ａ

拡大

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

拡大

Ｂ

Ａ

拡大

Ｂ

拡大

Ⅰ健康福祉千葉方式を定着させ、もっと
発展させます。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

子育てを支える「もう一つのお家」を設置する事業 Ｂ 現状維持

地域子育て支援センターの整備を促進する事業 Ａ 拡大

新しい型のグループホームの整備を促進する事業 Ｃ 現状維持

各種のグループホームの整備を促進する事業 Ｂ 拡大

障害者グループホーム等を支援する事業 Ｂ 拡大

子ども・障害者・高齢者を短期間一時的に預かるサービスを拡充す
る事業

Ｃ 休止・廃止

精神障害者の地域社会への移行モデル事業（マディソンモデル活用
事業）

Ａ 現状維持

精神障害者の退院を促進支援する事業 Ａ 拡大

健康福祉千葉特区を拡充する事業 Ａ 拡大

あなたに合わせた支援を星の数ほど Ｃ 現状維持

小規模福祉作業所等支援事業 Ｃ 拡大

福祉作業所等の機能を強化する事業 Ａ 拡大福祉作業所の工賃水
準

退院訓練を実施する
精神障害者数

Ⅱ地域で「あるがままに・活き活き」と
した生活を実現するための、民間と行政
が一体となった支援体制を推進します。

｢あなたに合わせた支
援｣を行う事業者数

Ⅰ地域で「あるがままに・活き活き」と
生活できる場の確保のため、グループ
ホームの整備や在宅支援施策を推進しま
す。

障害者グループホー
ム等定員数

グループホーム等の
支援ワーカの配置数

Ａ

8 地域・家庭
に重点を置
いた生活
（自立）支
援

自らの判断によ
り、ありのまま
の姿で、地域に
おいて明るく楽
しく生活してい
ると感じている
人の割合

Ⅲ福祉従事者の待遇改善（福祉従事者・
所得倍増作戦）を推進します。

・地域・家庭に重点を置いた生活
（自立）の実現に向けて、概ね順調
に進んでいます。
　この理由としては、①「自らの判
断により、ありのままの姿で、地域
において明るく楽しく生活している
と感じている人の割合」が前年度よ
り２．８％増加したこと、②「あな
たに合わせた支援」を行う事業者数
は、166事業者と当初目標を上回って
いること、③福祉作業所の工賃水準
は、16年度より上回っており、具体
的な改善が見られることなどが挙げ
られます。 拡大

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

拡大

拡大

真のノーマライゼーションの理念に基づ
き、子ども、障害者、高齢者を含めた全
ての県民が、自らの判断により、ありの
ままの姿で、地域で明るく楽しく生活で
きることが非常に重要です。
障害者が様々なライフスタイルを選べ、
必要となる支援や配慮が行き届き、適切
な支援を受けながらその人らしく暮ら
せ、また、自ら社会的役割を果たせる地
域社会の実現を目指します。このために
は、地域において生活できる場の確保が
重要であることから、グループホーム2)
の設置及び、グループホームの利用者や
職員の相談・支援等を可能とする体制づ
くりを推進します。
また、高齢者が住み慣れた地域に暮らし
続けられ、年齢にかかわらず、現役とし
て社会を支える側に立てる地域社会を目
指します。今後、急激なスピードで高齢
化が進む本県においては、現役時代に
培った技能を活かし、NPO等の分野で活
躍したり、豊かな自然の中で農業にいそ
しむことなどができる社会を目指しま
す。
あわせて、高齢者や障害者などが、要介
護状態になっても介護等の支援を受けな
がら、地域においてその人らしく生活を
続けられるようにするために、地域の
サービス拠点や居住・日中生活の場を数
多く展開していくことが必要です。この
ため、民間と行政が一体となった支援体
制の確立が重要であることから、公的
サービスにない、あるいは制度の隙間に
落ちてしまっている福祉サービスについ
て、民間が提供する体制の構築を推進し
ます。
さらに、福祉作業所等に従事する人々の
待遇改善を推進するため、障害者就労事
業振興センターによる支援等を通じ、福
祉作業所等の機能の強化と運営の安定化
に取組みます。
１)ノーマライゼーション：障害を持つ
人や適応力の乏しい高齢者の生活を、で
きうる限り健常者の生活と同じように営
めるようにすること。障害者や高齢者に
関わらず、あらゆる人がともに住み、と
もに生活できるような社会を築くことを
目指します。
2)グループホーム：介護保険制度や支援
費制度の対象となるものに限らず、地域
社会の中にある住宅（アパート、マン
ション、一戸建て等）において、数人の
高齢者・障害者等が一定の経済的負担を
負って共同生活をする形態です。同居あ
るいは近隣に居住している専任の管理
者・世話人等により食事の提供、相談そ
の他の日常的生活援助が行われます。

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

「県民をたばこから守ろう！」推進事業 Ｂ 拡大

STI（性感染症）・STOP推進事業 Ａ 拡大

中学生・高校生のための健康づくりピア相談 Ａ 現状維持

千葉県における保健医療提供体制の再構築事業 Ａ 休止・廃止

小児・周産期医療を整備・充実する事業 Ａ 現状維持

救急医療・災害医療体制を整備する事業 Ａ 現状維持

医師確保事業 Ａ 現状維持

若手医師の資質向上に向けた総合臨床研修を実施する事業 Ａ 現状維持

県立保健医療大学（仮称）設置事業 Ａ 拡大

訪問看護推進事業 Ａ 現状維持

院内感染地域支援ネットワーク事業 Ｂ 拡大

千葉県医療機関ネットワーク化推進モデル事業 Ａ 現状維持

衛生研究所・がんセンター研究局の機能強化を推進する事業 Ａ 拡大

訪問看護ステーショ
ンに勤務する看護師
数

－

がん対策を総合的に推進する事業 Ａ 拡大

地域リハビリテーションを支援する体制の整備を進める事業 Ａ 拡大

かかりつけ医・歯科医･薬局等を支援する事業 Ａ 現状維持

カムカム歯ッピースクスクちばっ子事業 Ａ 現状維持

難病相談・支援センター事業 Ａ 現状維持

発達障害・高次脳機能障害者の相談・支援センター事業 Ａ 拡大

要介護者の口腔ケア等を安全に行うための訪問介護研修会委託事業 Ａ 現状維持

結核対策事業 Ａ 現状維持

総合的な健康づくり事業 Ｂ 拡大

かかりつけ薬局を
もっている人の割合

Ａ

障害児（者）の医療サポートを充実する事業 Ｂ 現状維持

障害者の総合健康診断及び人間ドックを進めるモデル事業 Ａ 拡大

精神科救急医療システムを整備する事業 Ａ 拡大

県立病院群によるレ
ジデント制度の実施

小児二次救急医療体
制の整備地区数

小児救急電話相談体
制

地域リハビリテー
ション支援センター
の設置数

Ⅰ次世代を担う若者の健康を支援する施
策を推進します。

ＨＩＶ抗体検査にお
ける即日検査及び夜
間検査の実施か所数

医師臨床研修医数

9 自らつくる
健康と安心
を育む医療

住み慣れた地域
で安心して暮ら
せる医療体制に
あると感じてい
る人の割合

自らが積極的に
健康づくりに取
り組むことがで
きる環境にある
と感じている人
の割合

Ⅳ障害者、高齢者にやさしい医療を確保
します。

Ⅱ千葉県の保健医療提供体制を再構築し
ます。

Ⅲ誰もが地域で生活・療養を続けられる
ように、地域医療・在宅医療を充実しま
す。

Ａ

・自らつくる健康と安心を育む医療
は概ね適切に実施しました。
　この理由として、①医師臨床研修
医数は295人と前年度に比べ18人増加
したことや周産期医療体制の整備と
して総合周産期母子医療センター１
施設の指定に係る協議を行ったこと
など、医療提供体制の整備が図られ
ました。②地域リハビリテーション
支援センターが、全ての2次保健医療
圏に指定されました。また、メタボ
リックシンドロームの全国に先駆け
たモデル事業を実施しました。
③受診支援手帳の普及及び協力医療
機関の拡大を図るため、医療機関関
係者への周知を行い、その結果、普
及率が前年度より25％増加したこと
などが挙げられます。

Ａ

Ｂ

Ａ

拡大

Ａ

拡大

Ａ

Ａ

拡大

拡大

かかりつけ医をもっ
ている人の割合

かかりつけ歯科医を
もっている人の割合

「受診支援手帳」の
普及率

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

少子高齢社会を迎えたなかで、県民一人
ひとりが安心していきいきとして地域で
暮らすためには、県民一人ひとりに合っ
た健康づくりに取り組み、県民が望む保
健・医療・福祉サービスを一貫して提供
される県民本位の医療の確立を目指しま
す。また、寝たきりを予防し、心身の障
害を負っても安心して生活が送れる地域
リハビリテーションが充実した地域社会
を目指します。
さらに、がん・生活習慣病については、
がんセンターを中核とした県独自のネッ
トワークの構築や東金病院内に糖尿病内
分泌センターの開設などによる対応を進
めます。
また、働き盛りの男性を中心とした自殺
を予防するために、うつ病等の心の健康
に対する取組みを進めるとともに、一人
ひとりの状況に応じたオーダーメイド型
の健康づくり、疾病予防、治療、福祉を
進めていく研究・情報提供の拠点の整備
を目指します。
この実現に向けて「健康づくりふるさと
構想」※１　と連携し、性差や年齢差、
障害の有無・種類に関わらず、県民自ら
が積極的に健康づくりに取り組むことが
できる環境を整備します。
また、誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らせるための、「かかりつけ医」※２
から「在宅医療」までの地域医療連携体
制の確保・充実を図っていく必要があり
ます。
さらに、充実が求められている小児医
療、周産期医療については、地域の実情
に合わせた医療提供体制の整備や、医師
確保対策に取り組むとともに、看護師な
ど保健医療技術者の将来需要や保健・医
療・福祉を取り巻く環境を勘案し、衛生
短期大学と医療技術大学校の再編整備
し、県立保健医療大学(仮称)の設置を進
めます。
※「健康づくりふるさと構想」：ちば
2005年アクションプランの戦略プロジェ
クト4。超高齢化社会を目前に控え、生
活習慣病や寝たきり予防のため、運動や
栄養に関する個別プログラムの提供、IT
を活用した継続的支援システムの確立、
千葉県独自のプログラムによる人材の育
成など、総合的な健康づくりシステムの
構築に取り組む。また、海や森林など千
葉県の豊かな自然を利用し、観光やレク
レエーションなどの要素も取り入れ、訪
問客も視野に入れた地域の健康づくり拠
点の構築を推進する。
※「かかりつけ医」：あらかじめご自分
で決めている医師に、健康相談や受診を
する場合、その医師を「かかりつけ医」
といいます。
※結核対策千葉方式：結核予防法に基づ
く各種対策を講じるとともに、対策の中
心に「結核患者」を位置付け、①感染・
発病した結核患者を1日も早く発見する
こと、②発見した結核患者を完全に治すこ

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

権利擁護機関の設置を検討する事業 Ａ 現状維持

中核地域生活支援センター事業の評価機関を設置する事業 Ａ 現状維持

人権擁護の基準の活用と個人の尊厳を確保する事業 Ａ 現状維持

身体拘束の廃止を促進する事業 Ａ 現状維持

子ども虐待ゼロ対策推進事業 Ａ 現状維持

児童虐待防止に向けた啓発･研修事業 Ａ 拡大

児童虐待防止ネットワーク地域力強化事業 Ｂ 拡大

高齢者になっても安心な地域生活を確保する事業 Ａ 拡大

ホームレスの自立を支援する事業 Ｂ 現状維持

ワークサポート事業 Ｂ 現状維持

身体拘束廃止相談員
派遣回数

Ｂ

かかりつけ医認知症
対応力　向上研修者
数

Ａ

高齢者虐待防止に向
けての人材育成数

Ａ

孤独死対策モデル地
域の指定か所数

Ａ

聴覚障害者・視覚障害者等が会議に参加しやすい環境づくり推進事
業

Ｂ 現状維持

聴覚障害者の社会参加を進めるための拠点づくり事業 Ａ 現状維持

福祉サービス第三者評価・情報公表推進事業 Ａ 拡大

要約筆記奉仕員数 Ｂ

聴覚障害者情報提供
施設の整備か所数

Ａ

福祉サービス第三者
評価・情報公表推進
事業

Ａ

千葉県人権宣言の制定・公表 Ｂ 現状維持

子どもの人権及び子どもの参画の検討 Ａ 拡大

福祉、教育両分野のコーディネーターの合同研修事業 Ｂ 縮小

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

Ａ 現状維持

「戦争を知らない子どもたちへ」事業 Ａ 現状維持

拡大

看護指導者養成研修
受講者数

身体拘束廃止指導員
養成研修受講者数

身体拘束廃止相談
相談件数

10 一人の人間
としての尊
厳の確保

・一人の人間としての尊厳の確保を
概ね適切に実施しました。
 この理由としては、①身体拘束廃止
研修、看護指導者養成研修、身体拘
束廃止指導者養成研修を通じて身体
拘束廃止に向けた取組みを行う指導
者の育成ができました。認知症につ
いては、各地域で実施した、かかり
つけ医研修により医療面での対応力
向上が図られ、地域における支援体
制の基盤づくりが進みました。②聴
覚障害者情報提供施設の開設によ
り、一体的な支援体制を構築するこ
とができました。また、福祉サービ
スの第三者評価事業を本格的に開始
し、県民が安心して福祉サービスを
利用できる環境が整いました。③千
葉県人権宣言の策定は、人権擁護基
準策定について先行して検討を行っ
たため、策定・公表には至りません
でした。

県民誰もが「理不尽な辛く悲しい思いを
することなく」、「尊厳をもって」生涯
を自分らしく地域で暮らすためには、障
害者に対する差別をはじめ、「あらゆる
差別のない地域社会」の実現を目指しま
す。
　個人の尊厳を守るために、権利擁護機
関による人権侵害の救済や中核地域生活
支援センター※１を活用した権利擁護活
動、児童虐待への対応の推進、またホー
ムレスの自立支援など権利侵害の予防・
回復システムを構築していくことが重要
です。
　また、個人の尊厳の前提となる「知る
権利」の確立のためには、聴覚障害者や
視覚障害者等が会議に参加しやすい環境
づくりを目指します。あわせて、福祉
サービスの利用者が自分の必要とする適
切なサービスを選ぶことが出来るように
情報の提供を図っていきます。
さらに、千葉県人権宣言の制定、子ども
世代からの人権意識の醸成、また障害者
に対する理解を広げるため差別の克服に
向けた救済・推進制度の整備など差別克
服に向けた取組みを行い、「600万県民
の心のバリアフリー」※２を推進してい
きます。
＊　中核地域支援センター　：　子ど
も、障害者、高齢者等誰もが、ありのま
まにその人らしく、地域で暮らすことが
できる地域社会を実現するための、民間
による福祉サービスの拠点。一人ひとり
の状況に合わせて、福祉サービスのコー
ディネート、福祉の総合相談、及び権利
擁護を２４時間３６５日体制で実施。平
成１６年１０月に県内１４箇所に設置。
＊　バリアフリー　：　高齢者や障害者
等の日常生活や社会生活における物理
的、心理的、情報に関わる障壁（バリ
ア）を取り除いていくこと。具体的には
公共の建築物や道路、個人の住宅その他
における段差の解消、車椅子で通行可能
となるような出入り口、廊下、歩道にあ
たる幅員の確保、手すり、点字ブロッ
ク、点字案内板の設置や手話サービスの
充実などがあたる。

Ⅰ個人の尊厳（尊重）を守ることを目的
とした権利侵害の予防・回復システムの
構築を進めます。

身体拘束廃止研修受
講者数

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ⅱ個人の尊厳（尊重）の前提となる情報
保障（知る権利）の確立を進めます。

手話通訳者

千葉県人権宣言の制
定・公表

小学校、幼稚園、保
育所等への啓発(ビデ
オ貸し出し)

Ⅲ６００万県民の心のバリフリーを進め
ます。

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

拡大

拡大

拡大

理不尽な理由に
より、辛く悲し
い思いをするこ
となく地域にお
いて生活してい
ると感じている
人の割合

Ｂ
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

教育戦略ビジョンの策定 Ｂ 休止・廃止

魅力ある高等学校づくりの推進 Ａ 現状維持

小中高一貫した英語教育（千葉･インターナショナル・エデュケー
ション・プラン）の推進
（チバ・インターナショナル・エデュケーション・プラン）

Ａ 拡大

小学校から始めるキャリア教育の推進 Ａ 拡大

ちばの自然や歴史を活用した教育の推進 Ａ 現状維持

県民の信頼に応える学校づくりの推進 Ａ 現状維持

小学生による就業密
着観察学習（ゆめ・
仕事ぴったり体験）
実施校

Ａ

県教育委員会が作成
するキャリア教育指
導資料による低学年
からのキャリア教育
の展開

Ａ

県立高等学校の中途
退学率

－

学力向上事業 Ａ 現状維持

少人数教育の推進 Ａ 拡大

ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の推進 Ａ 拡大

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

Ａ 拡大

不登校児童生徒のための地域における居場所づくり支援事業
＜３ヵ年モデル事業＞

Ａ 現状維持

特別支援教育コー
ディネーターを置く
小・中･盲･聾･養護学
校の割合

Ａ

不登校児童生徒への
支援

Ａ

県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供と指導者の養成 Ａ 現状維持

総合型地域スポーツ
クラブ数

Ｂ

学校開放に取り組む
県立学校の割合

Ｃ

高校生の海外短期派
遣及び留学への支援
のための要項の作成

少人数学級･少人数指
導の推進

個性が輝く
教育の推進

11 地方分権や国際化が進展し価値観が多様
化する中、千葉県の未来を築く子どもた
ち一人一人の個性を伸ばすことのできる
学校教育環境づくりが求められていま
す。
このためには、子どもたちに学ぶ楽しさ
を実感させるとともに、「自ら考え理解
した上で、それを的確に表現し伝えられ
る力」をはぐくむなど、子どもたちに
「うるおいのある活きた学力」を育てる
ことが大切であると考えます。
そこで、知識の多さだけを重要視した
り、画一的な教育にならないように配慮
しながら、一人一人を大切にしたきめ細
かな指導により、基礎基本や自ら学ぶ意
欲、主体的に学ぶ力等、確かな学力を育
てるとともに、人と人がかかわる中で行
動力、実行力を身に付けた子どもたちの
育成に努めます。
また、地域社会や産業界、高等教育機関
等と連携し、将来の進路や職業に関して
学び、考えるための機会を充実するな
ど、子どもたちが描く夢へのチャレンジ
を支援し、個性が輝く教育を推進しま
す。
さらに、国際的な舞台で活躍する人材を
育成するため、異文化を理解し、国際人
として必要なコミュニケーション能力等
を高めると同時に、郷土へのアイデン
ティティをはぐくむ教育を推進します。
障害のある子どもたちについては、将来
的な自立や社会参加に向けて、一人一人
のライフステージに応じて適切な支援を
行います。
これらの目指すべき方向性を明らかにす
るため、子どもたちの視点や地域からの
視点、保護者や地域住民など多くの県民
や関係機関との協働の視点を大切にし
て、重点的・戦略的な教育ビジョンを策
定し、地域自らが地域の特色を生かした
教育を推進します。

Ⅱ「確かな学力」の向上と一人一人の個
性を生かす教育を推進します。

Ｂ

－

学力状況調査に
おいて学校が
「好き」及び
「どちらかとい
えば好き」と回
答する児童生徒
の割合

各学校が行う保
護者等による評
価において、
「学校運営」や
「学習指導」に
関する項目につ
いて肯定的な回
答が80％以上得
られる学校の割
合

教育ビジョンの策定

Ａ

現状維持

拡大

Ⅳ県民一人一人の個性が輝く生涯学習環
境づくりを推進します。

特別支援教育推進基
本計画（仮称）の策
定

生涯学習情報提供シ
ステムへのアクセス
数

Ⅲノーマライゼーションの進展に対応
し、一人一人の教育的ニーズに応じた特
別支援教育を推進します。

Ａ

Ⅰ子どもたちの個性が輝き、いきいきと
活動する千葉県ならではの特色ある教育
を推進します。

拡大

Ｂ

Ａ

現状維持

学力状況調査におけ
る学習の実現状況

Ａ

個性が輝く教育の推進については、
概ね順調に進んでいます。その理由
として①県立高等学校再編計画第１
期及び第２期実施プログラムを着実
に推進し、県内初の総合技術高校を
設置するとともに第３期実施プログ
ラムを決定したこと②全公立学校
（千葉市を除く）が学力向上に向け
た特色ある取組を県教育委員会ホー
ムページで公表することにより、学
校間において情報を共有できるよう
になったこと③タウンミーティング
等を実施し、千葉県特別支援教育推
進基本計画を策定したこと④県立学
校の施設を開放することにより県立
学校施設の地域の方による活用が促
進され、スポーツや学びの機会の充
実が図られたこと、等が挙げられま
す。

－

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

心の教育実践プログラムの実践研究 Ａ 現状維持

豊かな心をはぐくむ教育を推進する事業 Ａ 拡大

心のサインを見逃さない学校の指導体制の充実 Ａ 現状維持

子どもと親のサポートセンターの機能強化 Ａ 現状維持

家庭教育を支援する事業 Ａ 拡大

子どもの読書活動を推進する事業 Ａ 現状維持

いきいきちばっ子健康づくり推進事業 Ｂ 現状維持

子どもや若者の体力・競技力を向上する事業 Ａ 拡大

子どもや若者の豊かな体験活動を推進する事業 Ａ 拡大

子どもや若者を被害者や加害者としないための総合対策の推進

青少年相談員活動、青少年補導センター活動に対する支援事業 Ａ 拡大

スクール・サポー
ターの配置数

Ａ

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

Ｂ

Ａ

Ａ

拡大

Ａ

拡大

拡大

Ａ

Ａ

Ｂ

－

小学校における新体
力テスト（８種目計
８０点）の平均点

公立図書館の児童書
貸出冊数

小・中・高・盲・
聾・養護学校のいじ
めの発生件数

子どもとの接し方
（親と子、教員と子
ども）に関する意見
交換会等の開催

地域の人々が中心と
なって、また、地域
と学校・家庭が協力
して家庭教育を支援
する取組の数

社会教育施設（青年
の家・少年自然の
家）の利用人員
注：「県立青少年教
育施設の再編整備計
画」に基づき、廃止
予定の４施設を除い
た指標

Ｂ

Ａ

12 心と体の教
育と健やか
な青少年を
はぐくむ環
境づくり

都市部や郡部にかかわらず、子ども同士
が元気に遊ぶ声が少なくなってきていま
す。また、少子化、核家族化、情報化な
ど急速な社会の変化により、子どもたち
から自分を律する心や他人を思いやる心
が失われつつあるという懸念が高まって
おり、心の健康への適切な対応は喫緊の
課題となっています。
一方で、千葉県でも子どもや若者が犯罪
の被害者になるという凶悪な事件や重大
な犯罪の加害者になる事件などが発生
し、子どもや若者の倫理観・規範意識の
低下や子どもたちが安心して育つ環境に
対する県民の不安を解消していく必要が
あります。
このため、子どもたちには、人と人との
豊かなかかわりの中で社会性を育ててい
くことが重要であるとの考えから、調査
研究指定校と研究機関等が連携し、検証
を加えながら、豊かな人間関係を構築す
る力、とりわけ「自分や相手を知る
力」、「表現する力」、「判断する力」
に重点を置いた実践プログラムを先進的
な試みとして千葉県独自に開発し、県内
の各小・中学校において活用できるよう
にします。併せて、教員の意識の高揚
と、子どもたちと信頼関係をより深める
ための指導技術の向上に向けた取組を推
進します。
また、家庭の教育力の低下や人間関係が
希薄化したことによる地域の教育力の低
下なども指摘されており、家庭教育の充
実や地域の教育力の再生に向けた取組を
市町村教育委員会や各種団体と手を携え
て推進し、学校・家庭・地域社会及び関
係機関が一体となって、子どもたちの健
康な心と体をはぐくむ教育を推進しま
す。

各学校が行う保
護者等による評
価において「子ど
もの様子」等に
関する項目につ
いて肯定的な回
答が80％以上得
られる学校の割
合

地域、家庭、学
校が連携して子
どもを育ててい
るという環境が
整っていると肯
定的に回答する
保護者や地域住
民の割合

心と体の教育と健やかな青少年をは
ぐくむ環境づくりに向けて、概ね順
調に進んでいます。その理由とし

て、①心の教育の推進にあたり、道
徳教育の充実や人間関係づくりのた
めの「実践プログラム」の開発がで
きたこと、②予定どおり県内公立中
高学校３８８校に臨床心理士を中心
とするスクールカウンセラーを配置
しました。また、スクールアドバイ
ザー１２１名を登録し、派遣を充実
させ、子どもたちの心のサインをも
見逃さない学校の体制づくりが推進
できたこと。③外房地区少年セン

ターの設置、スクール・サポーター
の増員（4人増）により、少年セン
ターと学校等の連携を密にできたこ
と、④「いきいきちばっ子ノート」
の配付や、いきいきちばっ子健康・
体力づくりモデルプランの策定によ
り、授業等での活用、食に関する指
導を充実できる体制ができたこと等

が挙げられます。

拡大

不登校児童生徒への
支援

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

子どもや若者が、次代をたくましく開い
ていく健康・体力を身に付けられるよ
う、豊かな心と健やかな体を育てます。

子どもや若者の豊かな人間性をはぐくむ
ため、学校と家庭が手を携えて心の教育
を推進します。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

防災情報ターミナル（基地）ちば整備事業 Ａ 現状維持

ヘリサイン設置事業 Ａ 休止・廃止

津波ハザードマップ作成支援事業 Ａ 現状維持

帰宅困難者対策の充実 Ａ 拡大

災害医療体制を整備する事業 Ａ 拡大

災害用医薬品備蓄対策事業 Ａ 現状維持

建築物・宅地の地震対策の推進 Ａ 拡大

公立学校施設の地震対策の推進 Ａ 拡大

水道局における防災対策・危機管理の強化 Ａ 拡大

帰宅困難者の支援の
充実

Ａ

市町村災害対策支援 Ａ 現状維持

実践的災害対応訓練の実施 Ａ 現状維持

自主防災組織の充実 Ａ 拡大

災害対策コーディネーターの養成 Ａ 現状維持

自然災害に関する危険か所の公表 Ａ 現状維持

道路防災施設の整備 Ａ 現状維持

安全なちばの川づくり Ａ 現状維持

安全なちばの海岸づくり Ａ 現状維持

土砂災害対策の推進 Ａ 現状維持

既成市街地の再生・再構築 Ａ 現状維持

市街地の防災性向上を図る街路事業の推進 Ａ 現状維持

広域的な防災機能をになう都市公園の整備 Ａ 現状維持

農村地域の災害防止 Ａ 拡大

山地防災対策の推進 Ａ 縮小

既成市街地における
事業実施中地区を対
象とした整備状況
（整備面積の指標）
(対象：24地区406ヘ
クタール)

Ａ

海岸保安林機能低下
森林の面積

Ａ

ため池等整備か所数
（要整備所数177か
所）

Ａ

実践に即した危機管理体制の充実 Ａ 現状維持

千葉県国民保護計画の推進 Ａ 縮小

指定地方公共機関国
民保護業務計画策定

Ｂ

Ａ

Ａ
災害対策コーディ
ネーターの養成数

土砂災害警戒区域等
の指定か所数

河川整備率
【整備すべき河川延
長の総計：約840キ
ロメートル】

港湾海岸の整備率

Ｃ

Ａ

Ａ

防災体制の強化と災害に強い県づく
りに向けて、概ね順調に進んでいま
す。この理由として、①防災情報
ターミナルちば整備事業を推進し、
防災情報システムの整備を完了した
こと、また、防災行政無線について
県内５６市町村の整備を完了したこ
と、②災害時にヘリコプターから公
共建築物の識別を容易にするため、
ヘリサイン（屋上に施設名を表示）
を２２施設で実施したこと、③帰宅
困難者対策として、千葉マリンスタ
ジアム（幕張）から小岩菖蒲園（東
京都江戸川区）まで約２０キロの徒
歩帰宅訓練を実施したこと、④被災
宅地危険度判定士養成講習会参加者
２０９名が新たに判定士となったこ
と、⑤県立学校について、１０棟の
耐震改修を実施したこと、⑥災害対
策コーディネーター養成講座につい
て、募集定員を５０名から２倍の１
００名に拡大して実施したこと、⑦
八都県市合同防災訓練、都市型災害
対応訓練、職員非常参集訓練をはじ
め、様々な防災訓練を行ったこと、
⑧成田市及び鴨川市で土砂災害特別
警戒区域等を１９箇所指定したこ
と、⑩道路・河川・海岸・土砂災害
対策施設を整備し、安全な県土づく
りへの推進を図ったこと、⑪市街
地・街路・都市公園の整備の推進を
図ったこと、⑫農村地域・山地の地
すべり等防災対策を推進したこと、
⑬千葉県国民保護フォーラムを
約４００名の参加者を得て実施した
こと、などが挙げられます。
緊急性や重点化などを考慮し、優先
度をつけ効果をあげるよう努めてい
ますが、厳しい財政状況のため、財
源の確保が課題となっています。
また、被災者数及び災害による住家
被害数については、風水害や地震な
どの自然災害等の発生状況に左右さ
れるため、今後も被災者数等の軽減
に努めます。

拡大

Ｂ

Ａ

Ⅱ県民のみなさんと行政や防災関係機関
が連携した協働型防災体制の強化や、県
民のみなさんの防災活動を支援する施策
を進めます。

防災情報ターミナル
ちばの整備

縮小

拡大

現状維持

拡大

Ａ

Ａ

被災宅地危険度判定
士

被災建築物応急危険
度判定士

市町村国民保護計画
策定

Ｃ

Ｂ

13 千葉県は、三方を海に囲まれ、また、首
都圏にあって北西部を中心に人口が集中
しており、防災性の低い木造密集市街地
が存在しています。さらに、日本有数の
石油コンビナートや成田空港、千葉港、
大規模集客施設などを擁しているなどの
特性があります。
こうした地域特性から防災面では、津波
や高潮、油流出事故などの災害が想定さ
れるほか、南関東地域での大規模地震の
発生や石油コンビナート火災、航空機事
故等の発生も懸念されます。
そのため、地震や津波、台風や大雨、さ
らには種々の大規模事故に対応するた
め、各種の防災訓練、帰宅困難者対策、
石油コンビナート防災対策などを実施
し、本県の地域特性を踏まえた防災施策
を進めるとともに、県域を越えた広域応
援協力体制の強化を図ります。
また、住宅や公共施設の耐震化の推進な
ど地震対策や、河川・海岸の整備、土砂
災害対策施設の整備など風水害対策を推
進し、県民の尊い生命や大切な財産を守
るため災害に強い県を目指します。

防災体制の
強化と災害
に強い県づ
くり

Ⅲ誰もが安全な暮らしの実現を図り、県
民すべてが住みやすい県土づくりを進め
ます。

Ⅰ近い将来、発生が懸念される南関東地
域での規模の大きな地震や台風など自然
災害に対する取組みを進めます。

被災者数（死傷
者及び住家に被
害を受けた人
数）

災害による住家
被害数（全半壊、
一部損壊、床上
床下浸水）

自主防災組織の
組織率（県内の
世帯数に対する
自主防災組織に
入っている世帯
数の割合）

Ⅳ様々な緊急事態に的確かつ迅速に対応
するため、実践的な危機管理体制の充実
を図ります。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

消費者教育啓発事業 Ｂ 拡大

相談体制及び悪質事業者の監視指導体制の充実・強化 Ａ 拡大

宅地建物取引及び建設工事請負契約に関する消費者教育の充実 Ａ 現状維持

特定商取引法に基づ
く事業者指導・処分
件数

Ｂ

健康危機管理システム整備事業 Ａ 現状維持

健康危機対策パワ－アップ事業 Ｂ 拡大

新型インフルエンザ対策事業 Ａ 現状維持

健康危機管理研修参
加者数

Ｂ

食品衛生監視指導体制の強化 Ａ 現状維持

総合的な高齢者保護対策の推進

県民が身近に不安を感じている犯罪抑止総合対策の推進

県民の要請にこたえる警察体制の充実

犯罪を抑止・検挙するための捜査基盤の充実・強化

本部機能の一元化による効率的な警察活動の推進

生活者とし
ての県民の
安全・安心
の確保と体
制整備

県民のだれもが、安全で安心して毎
日の生活を過ごすには、その最も基
本となる生命・身体・財産が守られ
ていなければなりません。
この施策では、県民の日常生活にお
ける身体上あるいは財産上の安全・
安心を確保するため、身の回りでい
つ起こるかわからない様々な危険や
危機から県民の暮らしを守る体制の
充実・強化等の取組を進めます。
消費生活をめぐっては、従来からの
契約上のトラブルに加え、ITを活用
した消費者取引に係るトラブルや
「振り込め詐欺」をはじめ、悪質事
業者による詐欺的行為の被害が後を
絶ちません。消費者は自ら、こうし
た被害に遭わないよう、日ごろから
消費生活に関する情報に留意する必
要がありますが、県では、消費者が
適切な判断をすることができるよ
う、悪質事例や対応方法等について
積極的に情報提供し、消費者の自立
を支援していきます。併せて、相談
体制の一層の整備と悪質事業者の監
視・指導体制の整備を推進し、消費
者被害の救済及び消費者被害の未然
防止等を図っていきます。
県民の健康に関しては、SARS（重症
急性呼吸器症候群）、高病原性鳥イ
ンフルエンザといった新興感染症の
海外からの侵入や新型インフルエン
ザ出現の危険性が指摘されているこ
とから、県民等への最新の情報や予
防に関する情報を発信し、健康被害
の未然防止を図るとともに、発生時
に迅速かつ的確な拡大防止、原因究
明、医療提供等の措置を行うため、
各健康福祉センター（保健所）を中
心とした地域における健康危機管理
体制の整備や人材の育成などを進め
ます。
また、食品の安全性については、輸
入食品から残留農薬が検出された
り、虚偽の表示がされるなど、消費
者の不安・不信が増していることか
ら、食品等事業者に対して適切な監
視指導を行い、県内で流通される食
品の検査の強化を図るとともに、消
費者等に食品の安全性に関する情報
提供を積極的に行っていきます。
犯罪対策については、県民に身近な
街頭で発生する犯罪や住宅に侵入し
て行われる犯罪、高齢者等を狙った
知能犯罪などの抑止と検挙の徹底を
図り、県民が安心して暮らせる安全
な社会を実現するため、警察捜査力
の強化や警察官、交番相談員等の増
員、犯罪捜査を支える装備資機材の
整備など、人的・物的な治安基盤の
整備を進めます。

消費生活相談件
数

Ｂ

生活者としての県民の安全・安心の
確保と体制整備に向けて、概ね順調
に進んでいます。
具体的には、①平成18年度（速報
値）の消費者相談件数が前年度に比
べ9.6％減少し、消費者教育啓発事業
の実施に一定の成果があったと認め
られること、②総合健康安全対策
ネットワークが整備され、また、抗
インフルエンザウイルス薬を24万8千
人分備蓄し、新型インフルエンザパ
ンデミック時（世界的大流行）にお
ける入院患者の受け入れ病床を2,063
床確保したこと、③食品の残留農薬
や食品添加物等の検査を2,903検体実
施し、食品の安全確保や食品等事業
者に対して適切な監視指導を行い、
違反食品等の排除に努めたこと、④
刑法犯認知件数は115,700件で前年に
比べ15,337件・11.7％減少し、総合
的な検挙体制の効果が表れたこと、
⑤犯罪対策としては210人の警察官が
増員配分され、45人の交番相談員が
増員されて空き交番対策等を推進し
たこと、などが挙げられます。
一方、①若年層及び高齢者の消費者
相談件数の割合が依然高い水準にあ
ることから、これら年齢層への一層
の啓発が必要であること、②健康危
機事案発生時に対応するため、健康
福祉センター（保健所）を中心とし
た地域の市町村、警察、消防及び医
師会並びに薬剤師会等による健康危
機管理体制を整備する必要があるこ
と、③健康危機の未然防止、健康被
害の拡大防止を図るため、健康危機
管理体制を強化するとともに、現在
世界的に発生が危惧されている新型
インフルエンザ対策を強化するな
ど、健康危機対策の一層の整備を図
ること、④凶悪犯罪や侵入犯罪の発
生件数が依然高水準にあること、暴
力団や来日外国人による組織犯罪の
深刻化が見られることなど、本県の
治安は質・量ともに憂慮すべき状況
にあり検挙体制を一層整備する必要
があること、などが課題として挙げ
られます。
また、「安全・安心なちばを回復す
るための行動計画」における最重要
課題であり、県民の関心が極めて高
い治安対策については、厳しさを増
す犯罪情勢に的確に対応し、安全で
安心できる県民生活を確保するため
に、犯罪捜査を支える装備資機材の
整備や情報通信技術の犯罪捜査への
活用を進めるなど、捜査基盤の充
実・強化に努め、犯罪の抑止と検挙
の徹底を図ります。
なお、消費者相談件数の減少は、前
年度に数多く発生した振り込め詐欺
など架空請求に関する相談の減少が
要因として挙げられます。

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

現状維持

拡大

現状維持

侵入犯罪認知件数

消費者教育講座参加
者数

食品検査の検体数

抗インフルエンザウ
イルス薬の備蓄（累
計）

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

街頭犯罪認知件数

Ⅴ厳しさを増す犯罪情勢に的確に対応す
るため、警察体制を充実し、警察捜査力
の一層の強化を図ります。また、県民生
活の安全のよりどころとなっている交
番・駐在所の計画的な整備及び「空き交
番」対策を推進するとともに、「地域防
犯情報センター」や関係機関と連携し
て、地域防犯体制の強化を図ります。

警察官一人当たりの
負担人口

（仮称）健康危機管
理推進会議の設置数

拡大14

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

Ⅱ健康危機の未然防止、健康被害の拡大
防止を図るため、健康危機関係機関・団
体間の連携強化に加え、健康危機管理研
修を充実強化するなど、健康危機対策の
一層の整備を図ります。

刑法犯認知件数

Ⅰ契約上のトラブルや悪質業者による被
害の未然防止、拡大防止のための消費者
教育、相談体制の整備に取組むなど、消
費者の自立支援に努めます。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

高齢者の交通事故防止対策の推進 Ａ 拡大

地域ぐるみ交通安全対策の推進 Ｂ 拡大

交通事故死者数 Ａ
交通安全シルバー
リーダーネットワー
ク参加者数

Ａ

積極的な広報・啓発活動の推進 Ａ 拡大

幼児期から年齢層に応じた交通安全教育の充実 Ａ 現状維持

安全で快適なちばの道づくり Ａ 現状維持

総合的・科学的な調査・分析による交通事故防止対策

交通事故多発地点対策の推進 Ａ 拡大

効果的な交通取締りの実施

新違法駐車対策の推進

交通事故相談事業の充実 Ａ 現状維持

救急救命・救急医療体制の整備 Ａ 現状維持

救急救命士運用隊組織
率

Ａ

Ｂ

現状維持

Ａ

交通安全県ちばの確立の実現に向け
て概ね順調に進んでいます。
交通事故死者数については、前年よ
り39人減少し、全国で唯一7年連続減
少させることができました。また、
交通事故死傷者数や発生件数も減少
しております。
しかし、全国的に見ると交通事故死
者数　全国ワースト3位と依然として
死亡事故多発県に変わりはありませ
ん。
その要因としては、依然として交通
事故死者の約4割を高齢者が占めると
ともに、重大事故に直結する飲酒運
転・速度超過等の無謀な運転などに
よる事故が多い状況です。
これらに対する交通安全意識の高揚
のための広報啓発活動や事故危険箇
所やあんしん歩行エリアを整備して
いくなど交通環境整備の推進、悪
質・危険性、迷惑性の高い交通違反
に対する指導取締りの強化、交通事
故被害者の救済や交通事故に対する
救命率の向上のための救急救命・救
急医療体制の充実等の交通安全対策
をより一層推進していくことが必要
と考えます。

拡大

現状維持

Ａ

交通事故発生件数に
おける悪質・危険交
通違反３の比率

交通事故相談件数

Ａ

Ｂ

拡大

拡大

Ⅲ事故危険か所を解消するとともに、あ
んしん歩行エリアの形成、共同現地診断
や科学的な調査・分析等の交通事故抑止
対策により安全で安心な交通環境の整備
を推進します。

共同現地診断計画か
所及び重大死亡事故
か所等における診断
実施率

高齢者の交通事故死
者数

Ⅱ県民総参加による交通安全運動を推進
し、あらゆる機会を捉えた広報・啓発活
動と実践型、参加・体験型の研修会など
県民が必要とする交通安全教育を市町
村、関係機関･団体､ＮＰＯ等とともに協
働・連携して積極的に展開します。

シートベルト着用率

15 交通安全県
ちばの確立

県民一人ひとりが、地域・学校・職
場など、より身近な地域で交通安全
活動の具体的な行動を起こす体制づ
くりのため、市町村が民生委員や社
会福祉協議会など福祉分野と連携・
協働して実践する高齢者宅訪問活動
等をより一層支援していきます。た
とえば、地域における催事や三世代
交流の場を通じて交通安全に関する
広報啓発活動、交通安全講習会等を
行うことにより、「お年寄りが道路
を横断するときには周りの人たち誰
もが率先してその手を取り高齢者を
ケアする」など、地域住民みんなが
交通安全に対する意識を強くもち、
「交通事故を起こさない」環境づく
りを推進します。

交通事故発生件
数

Ⅰ高齢者の交通事故防止を図るとともに
地域ぐるみ交通安全活動を推進するた
め、県民一人ひとりが、地域・学校・職
場など、より身近な地域で交通安全活動
の具体的な行動を起こす体制づくりを支
援していきます。

Ⅳ重大事故に直結する悪質・危険性、迷
惑性の高い違反に重点をおいた効果的な
取締りを実施するとともに、本年６月１
日から施行される改正道路交通法の新違
法駐車対策を円滑に推進します。

Ⅴ交通事故被害者の心のケアとして交通
事故相談業務の充実や、救命率の向上の
ため救急救命・救急医療体制の整備を推
進します。
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

広域間交流を支える道づくり Ａ 現状維持

地域間交流を支える道づくり Ａ 現状維持

総合的な都市交通円滑化の推進 Ａ 現状維持

活発な経済交流を支える港づくり Ａ 現状維持

つくばエクスプレス沿線の都市基盤整備 Ａ 現状維持

成田空港周辺幹線道路の整備 Ａ 現状維持

幕張海浜公園の整備促進 Ａ 現状維持

既成市街地の再生・再構築 Ａ 現状維持

賑わいのある港づくり Ａ 現状維持

既成市街地における
事業実施中地区を対
象とした整備状況
（整備　面積）対
象：24地区（406ヘク
タール）

Ｂ

市町村が主体となった総合的なまちづくりの支援 Ａ 現状維持

県民参加による県立公園管理の推進 Ａ 現状維持

県民参加による県立
公園管理作業の実施

Ａ

現状維持

Ａ

現状維持

Ａ

現状維持

Ａ

Ａ

まちづくり交付金活
用地区数

現状維持

Ａ

県都へのアクセス改善
（県都１時間構想達成
率）

30,000トン級大型船が
荷役できる公共岸壁数
(水深12m岸壁（バー
ス）数：全体計画は7
バース

つくばエクスプレス沿線
の土地区画整理事業進捗
率(事業費ﾍﾞｰｽ)
柏北部中央地区（273ヘク
タール）
運動公園周辺地区（232ヘ
クタール）
木地区（68ヘクタール）

Ａ

首都圏中心部と
県内各都市間の
所要時間
市川市から館山
市まで

首都圏中心部と
県内各都市間の
所要時間
川崎市から館山
市まで

踏切遮断時間の改善
（京成本線の連続立
体交差事業による踏
切除去）

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

16 活力ある県
土の基盤づ
くり

県民生活を向上させ、県内産業を活
性化させるため、拠点形成やそれら
を支える基盤整備を進め、人、物、
情報の交流を図り、地域の連携を図
ることが必要です。
このため、21世紀型新産業の核とな
る国際的な戦略拠点を結び、地域の
交流と連携を支える東関東自動車道
館山線、首都圏中央連絡自動車道、
東京外かく環状道路などの高規格幹
線道路をはじめとした広域交通網の
整備を進め、その波及効果を全県に
広げ、知恵や人を結ぶちからを活か
しながら、社会の生産性を高め、活
力ある県土づくりを推進します。
さらに、来るべき分権型社会の到来
を見据え、本来、まちづくりや地域
づくりの基礎自治体である市町村
が、県民、企業、住民団体、ＮＰＯ
など多様な主体とともに、それぞれ
の特性を活かしながら協働して地域
づくりを進めていくことが求められ
ています。県は市町村によるそれら
の地域づくりを積極的に支援し、協
働・参画の地域づくりを進めていき
ます。

Ⅰ２１世紀型新産業の核となる戦略拠点
を中心に、その波及効果が全県に広がる
高規格幹線道路網や地域間幹線道路網を
整備し、さらに港湾や街路を整備して円
滑で活発な交流を支え、地域の活性化を
図ります。

高規格幹線道路
整備率

つくばエクスプ
レス沿線地域の
整備状況（土地
使用可能面積）

首都圏中心部と
県内各都市間の
所要時間
川崎市から一宮
町まで

まちづくりにお
いて国・県・市
町村・住民団
体・ＮＰＯ等と
の協働・参画が
行われている市
町村の割合（協
働・参画市町村
数の割合）

活力ある県土の基盤づくりの実現に
向けて順調に進んでいます。
その理由として、
① 全国的な交通・連携を強化する高
規格幹線道路の整備等を進めてお
り、平成19年3月21日に首都圏中央連
絡自動車道の木更津東ＩＣ～木更津
ＪＣＴが開通したこと、同じく大
栄・横芝間で都市計画決定の手続き
に着手したこと
② 北千葉道路については、印旛村か
ら成田市間について計画どおりに約
76％の用地買収が
完了したこと、
③ つくばエクスプレスが開業し、駅
前広場や駅へのアクセス道路の整備
など沿線の区画整理及び下水道整備
が進捗したこと、
④ 都市交通の円滑化を図る連続立体
交差事業、既成市街地の再生を図る
市街地再開発事業や土地区画整理事
業、公共用水域の水質保全を図る下
水道事業など活力ある県土の基盤づ
くりに向けた整備を促進したこと
⑤ まちづくり交付金事業を活用する
市町村が増加し、地域の創意工夫を
活かしたまちづくりの実施が促進さ
れたこと
などが挙げられます。
しかしながら、厳しい財政状況の
中、今まで以上にコストの縮減や事
業の重点化を行い投資効果の早期実
現を図る必要があります。

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

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

22



次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

安全で快適なちばの道づくり Ａ 現状維持

安全で快適なちばの川づくり Ａ 現状維持

安全で快適なちばの海岸づくり Ａ 現状維持

土砂災害対策の推進 Ａ 現状維持

広域的な防災機能をになう都市公園の整備 Ａ 現状維持

道路、建築物におけるユニバーサルデザインの推進 Ａ 現状維持

建築物・宅地の地震対策の推進 Ａ 拡大

河川環境の整備と保全 Ａ 現状維持

印旛沼・手賀沼の水質浄化 Ａ 現状維持

新たな水環境の創造に貢献する下水道事業 Ａ 現状維持

東京湾みどりの回廊構想の推進 Ａ 現状維持

景観まちづくりの促進 Ａ 現状維持

動植物の生息拠点となる樹林地等の緑地保全 Ａ 拡大

環境にやさしい道づくり Ａ 現状維持

環境にやさしい建築物の誘導 Ａ 現状維持

ふさのくに県土整備プランの策定 Ｂ 現状維持

時代の要請に対応した都市計画の見直し Ａ 現状維持

県土づくりの基礎となる地籍調査事業の推進 Ａ 拡大

時代に即した住宅マスタープランの見直し Ａ 大幅に縮小

Ａ

現状維持

現状維持

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

拡大

Ａ

Ｂ

Ｂ

現状維持 Ⅰ安全・安心で快適な暮らしの実現を図
り、県民すべてが住みやすい県土づくり
を進めるため、道路・河川・海岸や都市
公園を整備し、土砂災害対策を行うとと
もにユニバーサルデザイン２）による建
築物等の整備を推進します。

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

歩道及び自転車歩行
者道の整備延長

急傾斜地崩壊危険か
所の整備か所数

植生浄化帯設置延長
（印旛沼）

Ａ 下水道処理区域面積

港湾海岸の整備率

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

17 豊かなくら
しと環境を
創造する県
土の基盤づ
くり

社会状況のさまざまな変化により、
不透明感が広がる中で、誰もが安心
して快適に暮らすことができるいき
いきとした地域づくりを進めていく
ことが必要です。
このため、建築物や交通施設、ライ
フラインなどの耐震性の強化、交通
死傷事故の原因となる事故危険か所
等の改良、防災機能を持つ都市公園
の整備、防災に配慮した土地利用な
ど災害に強く、安心して暮らせるま
ちづくりを進めます。また、内陸部
の湖沼の水質改善や県下全域で下水
道の普及等を進めるとともに、本県
の豊かな自然環境の保全に十分配慮
しながら、河川・海岸の整備や土砂
災害対策など、自然災害の防止に取
り組みます。
さらに、少子高齢社会の進展による
人口減少時代を迎えるなかで、高度
経済成長を支えるため建設した大量
の社会資本ストックの更新時期が到
来することから、限られた財源を効
果的・効率的に活用しつつ、安全で
豊かな環境の県土をつくるため、今
後の社会資本の維持・整備のあり方
等の検討や時代の変化に柔軟に対応
するための都市計画の見直しなど各
種施策を展開します。

印旛沼の水質改
善及び清澄性の
確保

下水道処理人口
普及率

住宅に対する満
足度（満足、ま
あ満足の割合）

橋梁の耐震化率
（補強の必要な
優先度の高い橋
梁数(115橋)）

河川整備率
【整備すべき河
川延長の総計：
約840キロメート
ル】

事故危険か所の
死傷事故の抑止
率（指定か所
数：130か所）

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

豊かなくらしと環境を創造する県土
の基盤づくりを概ね適切に実施しま
した。
その理由として、
①歩道や交差点改良工事を推進した
ことにより、車両通行の円滑化と渋
滞緩和が図られるとともに
　歩行者の安全が確保されたこと。
②安全で快適な川づくり、海岸づく
りとして、河川整備や海岸保全施
設・海岸環境整備を進めるととも
に、急傾斜地崩壊対策施設・砂防施
設の整備など土砂災害対策を推進
し、自然災害の防止に
　取り組んだこと
③河川におけるプレジャーボートの
不法係留対策を行ったことや、県内
海岸における不法占用の海の家を一
掃したこと
④手賀沼・印旛沼などに水質の悪化
が著しい河川・湖沼について底泥浚
渫や多自然護岸の整備をしたことに
より、河川環境の整備と保全が図ら
れたこと、
⑤下水高度処理水を海老川水系の河
川に還元するための施設設備が完成
したことにより、平成19年度から一
部供用が開始できるようになったこ
と
⑥景観まちづくりフォーラムや意見
交換会を開催したこと、また市町村
の取り組みの手引きとなるモデル景
観計画を作成したこと、
⑦環境共生建築物の整備や環境に配
慮したライフスタイルの普及促進に
向けた「（仮称）ちば環境
　共生建築物の手引き（素案）」を
策定したこと、
⑧時代に即した区域マスタープラン
及び区域区分の見直しによる都市計
画を行ったこと、また、都
　市計画道路の見直し候補路線を選
定したほか、都市計画基礎調査の調
書及び図面を作成したこと
⑨住宅から居住環境さらに地域社会
づくりまでを含む「千葉県住生活基
本計画」を策定したこと
⑩橋梁の耐震化により、災害に強い
道づくりが促進されたこと
などが挙げられます。
　しかしながら、厳しい財政状況の
中、これまで以上にコストの縮減や
事業の重点化を行い、投資
効果の早期実現を図る必要がありま
す。

市町村や県民等を対象
とした景観まちづくり
に関する意見交換会等
の開催回数
都市計画道路の見直し
状況
（県が見直す長期未着
手路線における検討路
線数の割合）

ふさのくに県土づく
りプラン策定

住宅マスタープラン
の見直し
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

ディーゼル自動車排出ガス対策条例及び環境保全条例の運用等 Ａ 現状維持

千葉県東葛地域沿道環境改善プログラム Ａ 現状維持

情報通信技術を活用した交通管理の高度化

光化学スモッグ低減対策事業 Ａ 拡大

アスベスト対策事業 Ａ 拡大

有害化学物質による環境リスク低減対策の推進 Ａ 拡大

光化学スモッグ
注意報の発令日
数

Ａ

大気汚染防止法に基
づくｱｽﾍﾞｽﾄ製品製造
事業所に対する立入
検査率

Ａ

下水道等の汚水処理施設の整備促進 Ａ 現状維持

地下水・土壌汚染防止対策 Ａ 現状維持

印旛沼の水質浄化対策 Ａ 現状維持

手賀沼の水質浄化対策 Ａ 現状維持

東京湾の水質浄化対策 Ａ 現状維持

手賀沼の水質（COD
年平均値）

Ａ

「ちば環境再生基金」事業の促進 Ａ 拡大

生物多様性の検討事業 Ａ 拡大

地域固有の生態系の保全 Ｂ 拡大

豊かな水辺環境の保全と再生の推進 Ａ 現状維持

里山条例の定着に向けた里山の保全・活用の促進 Ａ 現状維持

総合的な環境学習の推進 Ａ 拡大拡大

Ａ

－

Ｂ

現状維持

－

Ａ

現状維持

Ａ

拡大

18 良好な大
気・水環境
の確保と環
境再生の推
進

本県は、昭和３０年代以降、急速に
工業県として発展し都市化が進展し
ました。このことは、県に急激な成
長や人口増加をもたらしましたが、
その一方で、大気汚染や水質汚濁な
どによる生活環境の悪化、海面の埋
立てや残土による林地の埋立て、森
林開発等による自然の改変と貴重な
動植物の消失などの問題が生じまし
た。
このため、昭和３０年代後半から公
害防止条例の制定、臨海部主要工場
との公害防止協定の締結、各個別法
規による規制などの公害防止対策、
また、県立自然公園条例や自然環境
保全条例の制定などの環境保全施策
を実施し、産業公害の解決や自然環
境保護に成果をあげてきました。
現在では、特定の事業者や工場等に
起因する公害は改善されましたが、
一方で、自動車排出ガスによる大気
汚染、一般家庭などの汚水に起因す
る印旛沼・手賀沼の汚濁、身近な生
活空間からの自然の減少など、都
市・生活型の環境問題が課題となっ
ています。
私たちの暮らしを支えている「環
境」は、大気、水、土壌及び生物の
間を物質が循環し、生態系が微妙な
バランスを保つことによって成り
立っており、自然の持つ浄化・再生
能力の限界を超えると再び元の姿に
戻ることは困難です。
次の世代の人々が快適な環境のなか
で暮らしていけるよう、良好な大気
環境、水環境の確保や生物多様性の
保全など自然環境の保全・再生に向
けて、県、市町村、事業者、県民、
住民活動団体・ＮＰＯなどあらゆる
主体による地域からの取組を進めて
いきます。

水質の環境基準
の達成率〔ＢＯ
Ｄ（生物化学的
酸素要求量）・
ＣＯＤ（化学的
酸素要求量）〕
（環境基準達成
率＝（環境基準
達成水域数／水
域数）×
100％）

良好な大気・水環境の確保と環境再
生の推進に向けて、概ね順調に進ん
でいます。
大気環境では、①「ディーゼル自動
車排出ガス対策条例」遵守のための
監視指導の強化や低公害車の普及促
進を行い、対策地域内の自動車から
の粒子状物質排出量が平成17年度は
16年度より342トン減少するととも
に、平成17年度の大気中の浮遊粒子
状物質の環境基準達成率が99％と16
年度と同水準で維持できたこと、②
光化学スモッグ注意報の発令日数が
16,17年度より17日減少したこと、③
アスベスト対策として建築物の解体
等作業現場の立入検査率が目標の
100％を達成できなかったものの96％
と高かったことなどが挙げられま
す。
なお、光化学スモッグ注意報の発令
日数の減少については気象条件が影
響したことも考えられることから、
次年度以降の注意報発令日数の推移
を見守る必要があります。
水環境では、各種事業の展開によ
り、汚水処理人口普及率（総人口に
対する下水道人口、合併処理浄化槽
人口、農業集落排水処理施設等の汚
水処理人口の割合）が上昇したこと
により、公共用水域の環境基準達成
率は向上傾向にあります。しかしな
がら、依然として全国平均を下回る
状況であり、継続した取組を進めて
いくことが必要です。
豊かな自然の保全と再生では、生物
多様性の検討について、「（仮称）
生物多様性ちば県戦略」専門委員会
における検討により、生物多様性に
関する現状と課題、対策について多
くの知見が得られました。今後、農
林漁業者や企業を含む多くの県民か
ら意見を聴きながら、（仮称）生物
多様性ちば県戦略を策定していく必
要があります。
また、里山活動団体による森林整備
事業や「ちば環境再生基金」が支援
したＮＰＯの環境活動など住民主体
の活動による自然環境の保全と再生
の取組を進めることができました。
このような取組をさらに活発化させ
ていく必要があります。
環境学習の推進では、各種の学習機
会を提供し、目標を上回る参加者が
あり、参加した県民に対して資源循
環型社会を構築するための意識の高
揚を図ることができました。

Ⅱ印旛沼・手賀沼・東京湾などの水質を
改善し、環境基準の達成率を向上させ、
地下水・土壌汚染対策を進め、きれいで
安全な水の確保を目指します。

浮遊粒子状物質
の環境基準の達
成率
（環境基準達成
率＝（環境基準
達成測定局数／
測定局数）×
100％）及び平
均濃度

－

Ⅲ豊かな自然の保全と再生を推進し、生
物多様性を確保します。

Ⅰ浮遊粒子状物質の環境基準の達成・維
持を図るため、総合的な自動車公害対策
を継続して推進するとともに、光化学ス
モッグ低減対策、アスベスト対策、化学
物質対策を推進します｡

自動車からの粒子状
物質排出量(対策地域
内：野田市～市原市
の県北西部１６市）

大気汚染防止法に基
づくｱｽﾍﾞｽﾄを使用し
た建築物の解体等作
業現場に対する立入
検査率

汚水処理人口普及率

印旛沼の水質（COD
年平均値）

拡大

－

環境学習体験者数

里山保全協定の締結
（累計）

Ⅳ環境問題への理解や環境保全・再生活
動への参加を促進するため、環境学習を
推進します。

24



次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

エコタウン事業等の環境産業の活用による資源循環の推進 Ａ 縮小

バイオマスの総合的な利活用の推進 Ａ 現状維持

堆肥利用促進ネットワークシステムの構築と運用 Ａ 拡大

建設汚泥等有効利用推進事業 Ｃ 現状維持

建設副産物対策事業 Ａ 現状維持

業界団体との協働による環境経営の促進 Ａ 現状維持

浄水場発生土の有効利用 Ａ 拡大

食品リサイクルの推進 Ｃ 現状維持

園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 Ａ 現状維持

環境マネジメントシステム推進事業 Ａ 現状維持

「もったいない」普及活動の推進 Ａ 縮小

地球温暖化防止活動推進員による啓発的取組の支援 Ａ 現状維持

千の葉エコプロジェクト推進事業 Ｂ 現状維持

みどり環境の利活用の拡大 Ａ 大幅に縮小

総合的な環境学習の推進 Ａ 拡大

千葉フィールドミュージアム事業 Ａ 拡大

温室効果ガス排
出量
（二酸化炭素換
算）

－
教育の森利用回数・
利用者数（単年度）

Ａ

バイオマスタウ
ン中核施設の設
置か所数

Ｂ
環境学習体験者数
（単年度）

Ａ

市町村との協働による計画的なリサイクル等の推進 Ａ 拡大

資源循環型社会づくり推進会議による協働の推進 Ｂ 現状維持

溶融スラグの利用促進 Ａ 拡大

溶融スラグ有効利用
量
（注）溶融スラグ有
効利用量：最終処分
場の覆土に使用され
るスラグを除く。

Ｃ

千葉県地球温暖化防止計画の推進 Ａ 拡大

地球温暖化防止取組支援事業 Ｃ 拡大

温室効果ガス排出量報告制度の導入 Ａ 拡大

エネルギー監視システム導入モデル事業 Ｂ 拡大

新エネルギー産業の振興 Ｂ 拡大

信号機用灯器のＬＥＤ化の推進

19 資源循環型
社会づくり
の推進

産業廃棄物の最
終処分量

産業廃棄物の再
資源化率

現代社会は、大量生産・大量消費・
大量廃棄による一方通行型の社会か
ら、環境負荷の少ない資源循環型社
会への早急な転換が求められていま
す。
そのため、製品製造段階から消費段
階に至るまで一貫して廃棄物を発生
させないような配慮がなされ、結果
的に発生してしまった廃棄物につい
ても有用な「循環資源」として適正
に利用されることにより、限られた
「天然資源」が賢明に利用されるよ
うな社会経済システムづくりを進め
ます。
また、このような資源循環型｣社会づ
くりに取り組む中で、省エネルギー
化の促進や、再生可能な資源である
バイオマスの新エネルギーとしての
利用拡大を図るなどにより、化石資
源の利用節減に向けた取組を進め、
地球温暖化防止の推進にも貢献して
いきます。

一般廃棄物（ご
み）の最終処分
量

一般廃棄物（ご
み）の再資源化
率

産業廃棄物の排
出量

－

－

Ⅳ地球温暖化防止のための温室効果ガス
排出量の削減と、天然資源である化石燃
料の使用量削減に向け、県民、事業者、
民間団体、行政が協働して取り組みま
す。

－

資源循環型社会づくりの推進に向け
ては、
①廃棄物の排出量を減少させる取組
では、一般廃棄物の排出量は増加に
転じたものの、産業廃棄物では排出
量が減少していること。
②廃棄物の再資源化の取組では、一
般廃棄物では、再資源化率が２４．
３％と向上しており、全国的に高い
レベルにあること（全国平均
19.0％）。及び産業廃棄物の再資源
化率が向上していること。
③廃棄物の最終処分量を低減させる
取組では、県民・事業者の取組やエ
コタウンプランに基づいたリサイク
ル施設の稼動により、一般廃棄物、
産業廃棄物とも減少していること。
により、概ね順調に進んでいます

－

－

－

一般廃棄物（ご
み）の排出量

Ⅱ３Ｒなど、資源循環型社会づくり活動
が、より多くの人々により継続的に展開
されるよう、「もったいない」ライフス
タイルを広める「人の環」づくりを進め
ます。

環境経営セミナー等
への参加事業者数

Ⅲ一般廃棄物の減量化を図るとともに、
「循環資源」としての有効利用を進める
ため、その回収・処理責任を負う市町村
その他の団体とのパートナーシップを強
化します。

グリーン消費者モニ
ター数

千の葉エコプロジェ
クト公表数（累計）

エコアクション２１
取得事業者数

循環型社会形成推進
地域計画の策定に取
り組む市町村数

温室効果ガス排出量
報告制度の構築

団体・グループが実
施する地球温暖化防
止活動への支援

Ⅰ製品製造段階から流通段階に至るま
で、一貫して廃棄物を発生させないよう
な事業活動が行われ、結果的に発生して
しまった廃棄物についても有用な「循環
資源」として適正に利用される「産業の
環」づくりを進めます。

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ａ

ＩＳＯ１４００１取
得事業者数

エコタウンプランの
中核的施設の稼動数
（累計）

Ｃ

Ｂ

拡大

拡大

拡大

Ａ

Ｂ

Ｃ

拡大

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

廃棄物処理法及び廃棄物条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対す
る監視指導の強化

Ａ 現状維持

産業廃棄物不法投棄防止対策事業 Ａ 現状維持

廃棄物不法投棄事犯等に対する取締りの強化

土石砂利採取場への産業廃棄物等の不法投棄防止対策 Ａ 現状維持

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

Ａ 現状維持

森林所有者等に対する各種啓発事業による県民の自主的取組の促進 Ｂ 現状維持

千の葉エコプロジェクト推進事業 Ｂ 現状維持

産業廃棄物排出事業者適正処理指導事業 Ａ 拡大

産業廃棄物処理業者指導事業 Ａ 現状維持

産業廃棄物の最
終処分量

－
排出事業者に対する
立入検査結果（文書
指導の割合）

Ａ

処理業者セミナー参
加者数

Ａ

産業廃棄物不適正処理か所支障除去事業 Ａ 現状維持

硫酸ピッチの生成・投棄の廃絶 Ａ 拡大

残土条例の厳格な執行と、悪質な事業者に対する監視指導の強化 Ａ 現状維持

特定事業場の情報公開 Ａ 現状維持

特定事業場のホーム
ページ掲載か所数

Ａ

残土適正処理推進事業 Ａ 現状維持

合同パトロールの実施 Ａ 現状維持

公共工事における取り組み Ａ 現状維持

20 産業廃棄物
の適正処理
対策

産業廃棄物排出
量

産業廃棄物の再
資源化率

資源循環型の、持続的発展が可能な社会
経済システムを構築し、人と自然が共生
できる「ふるさと千葉」を築いていくた
めには､産業廃棄物の不適正処理の根絶
や､廃棄物の発生抑制､減量化、再資源化
を強力に推進していくことが必要です。
そうした中、一時期、全国で不法投棄さ
れる産業廃棄物の約４割が本県に集中し
ていたことから、２４時間体制で監視指
導を行う「グリーン・アクション・チー
ム」の編成、警察における環境犯罪課の
設置、県独自の廃棄物条例の制定等によ
る規制の強化を実施し、その結果、１６
年度の不法投棄量を、ピーク時（１１年
度）の２０分の１まで減少させることが
できました。
今後も、不法投棄の根絶に向け、行政・
警察・市町村・地域住民が協力して、よ
り強固な監視指導体制をつくり、「不法
投棄等をしない・させない・許さない」
県民意識の高揚と県民総ぐるみの運動を
展開し､不法投棄ゼロの県土を築きま
す。また、不法投棄等が行われたか所に
ついては、環境汚染を防止するため、廃
棄物の撤去、汚染防止措置等を行いま
す。
特に、毒性が強く、環境に多大な悪影響
を与える硫酸ピッチについて、市町村・
周辺都県とも連携して監視体制を強化
し、国に強く働きかけ、その生成・投棄
を廃絶します。
さらに、排出事業者や産業廃棄物処理業
者に対し、廃棄物の発生抑制､減量化、
再資源化の指導を強化するとともに、適
正処理の推進を徹底していきます。

不法投棄量
（投棄量10トン
以上の不法投棄
か所）

効率･効果的な支障除
去事業の実施

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

不法投棄等防止強調
月間中の監視指導参
加人数･監視指導件数

廃棄物の適正処理対
策地区連絡会議の開
催回数

排出事業者に対する
立入検査実施事業所
数

Ⅰ《ストップ・ザ・不適正処理》に向
け､県民総ぐるみの産業廃棄物不適正処
理防止「ＳＳＹ」運動を展開し、不法投
棄等をしない（Ｓ）、させない（Ｓ）、
許さない（Ｙ）、強い『環境力』を築き
ます。

県内の「産業廃棄物排出量」が減少
し、「産業廃棄物の再資源化率」が
向上し、「産業廃棄物の最終処分
量」が減少していることなど適正処
理が順調に進んでいます。
なお、「不法投棄量」については、
平成7年度頃に発生したもので１７年
度発覚し計上した22,000トンを除い
て新規発生は約4,000トンで減少して
いることにより、不適正処理の防止
も順調に進んでいます。

拡大

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

Ⅲ不法投棄等の不適正処理により、地下
水・河川の汚染、悪臭、火災発生が懸念
されることから、廃棄物の撤去、汚染防
止措置、崩落防止措置等により、生活環
境上の支障の除去を行い、負の遺産によ
る環境への負荷を低減します。

－

－

－

現状維持

拡大

Ａ

Ａ

Ａ

硫酸ピッチの不法投
棄か所

特定事業場の定期検
査　　の実施回数

Ⅱ庁内及び市町村等関係機関と連携を図
り、情報を共有化し、残土埋立ての適正
化を推進します。

合同パトロールの実
施

Ⅰ県行政・警察・市町村が一層の連携に
よる、より強固な監視指導体制を構築
し､残土条例に基づき不適正な埋立てを
防止していきます。

Ａ

現状維持

拡大

Ａ

Ａ

21 残土対策の
推進 無許可埋立て面

積
Ａ

残土の埋立事業において、汚染物質の混
入や不適正な構造による埋立を防止し、
安全な処理を実施していくため、埋立て
事業者への指導、悪質な事業者への行政
処分の徹底、排出事業者に対する残土の
有効活用の指導強化等を図るとともに、
市町村他関係機関との連携により、持続
可能な県土づくりを推進します。

残土対策の推進の実現に向けて適切
に実施しました。
無許可埋立ての面積については、関
係機関との連携や監視パトロールに
より新たな無許可埋立てはありませ
んでした。
また、残土条例に基づき許可し、現
在稼動中の事業場についても定期検
査の頻度を上げたことにより、適正
な埋立てが行われています。しかし
ながら、一部事業場で廃棄物が混入
されるなどの事案が発生したことか
ら、さらなる監視指導の強化が必要
です。

現状維持

現状維持

Ａ

現状維持
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

三番瀬再生計画の総合的な推進 Ａ 現状維持

三番瀬再生実現化検討事業 Ａ 現状維持

三番瀬自然環境調査事業 Ａ 現状維持

市川市塩浜護岸改修事業 Ａ 現状維持

行徳湿地再整備事業 Ａ 現状維持

人と自然とのふ
れあいの確保

－ 行徳湿地内施設整備 Ａ

下水道等の汚水処理施設の整備促進（三番瀬関連） Ａ 拡大

自然環境データベース維持事業 Ａ 現状維持

三番瀬漁場再生の推進
（漁場再生検討事業・漁場環境改善事業）

Ａ 拡大

市川漁港の整備 Ａ 現状維持

漁港計画の策定 Ａ

三番瀬再生計画に係る環境学習検討事業 Ａ 現状維持

自然環境合同調査実施事業 Ａ 現状維持

三番瀬の情報発信 Ａ 現状維持

三番瀬サテライトオ
フィスの年間訪問者
数

Ａ

22

環境の持続性及
び回復力の確保

漁場の生産力の
回復

Ⅵ人と自然とのふれあいを確保するため
の仕組みづくりとして、三番瀬における
環境学習･教育の検討、三番瀬に関する
情報発信等を行っていきます。

三番瀬は、江戸前の豊かな漁場とし
ての古い歴史をもち、アサリ、カ
ニ、カレイ、ノリなど多様な生物を
育み、水質浄化機能を有するととも
に、水鳥類の中継地として重要な位
置を占めるなど、東京湾奥部に残さ
れた貴重な干潟・浅海域です。
その埋立計画については、人々の考
え方の自然との共生の実現へという
変化を受け、県民の意見を聞き、中
止し、三番瀬の保全・再生を図るこ
ととしました。そして、三番瀬再生
計画検討会議（円卓会議）におい
て、徹底した情報公開と住民参加の
もと政策提言型の｢千葉モデル｣方式
による検討がなされ、再生計画案が
知事に報告されました。
県では、この再生計画案をもとに、
「生物多様性の回復」など５つの目
標を柱とする県としての再生計画を
策定し、知事の諮問機関である三番
瀬再生会議の意見を聞きながら、順
応的な管理に留意し、施策を進めて
いきます。
また、再生計画に基づき、市川市塩
浜護岸の改修や漁場の再生など緊急
性や優先度の高い事業をはじめとす
る再生事業に取り組み、県民、地元
住民、漁業関係者、住民活動団体・
ＮＰＯ、国、地元市等の多様な主体
と連携･協働しながら、三番瀬の自然
環境の保全と地域住民が親しめる海
の再生を目指すこととしています。

三番瀬の再
生

Ⅰ三番瀬再生計画を策定し、徹底した情
報公開と住民参加のもと三番瀬再生会議
等の意見を聴きながら、再生事業を適切
に推進していきます。また、今後、実施
する再生事業について、検討していきま
す。

Ⅱ生物多様性を回復するため、現況の把
握に必要な三番瀬に生息する生物の調査
を、継続的に実施します。また、砂浜、
干潟、藻場、汽水域３）など、様々な環
境の多様性の回復を検討していきます。

－

生物多様性の回
復

現状維持

海と陸との連続
性の回復

Ⅴ漁場の生産力を回復し、漁業の維持・
発展を図るため、漁場の再生に向けた具
体的手法の検討や市川漁港の整備に向け
た協力を行っていきます。

三番瀬漁場再生手法
の策定

県庁ホームページ
（三番瀬コーナー）
の年間アクセス件数

現状維持

現状維持三番瀬再生の実現に向けて順調に進
んでいます。
この理由として、①三番瀬再生計画
(基本計画及び事業計画)を策定する
とともに、再生計画に基づき事業を
実施したこと、②三番瀬に関する情
報発信やＮＰＯ等との協働によるイ
ベントを通じて、県民の三番瀬に対
する理解と関心を深めるなど、一定
の成果を上げることができたことが
挙げられます。

Ａ

市川市塩浜護岸の改
修延長

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

合併処理浄化槽設置
助成基数

Ａ

Ａ

三番瀬再生の実現化
のための検討

Ａ

現状維持

拡大

現状維持

現状維持

Ａ

Ｂ

Ⅲ海と陸との自然な連続性を回復するた
め、市川市塩浜の直立護岸の改修を進め
るとともに､内陸性湿地における海水交
換の促進による干出域５）の拡大や淡水
導入による汽水域の再生を検討していき
ます。

三番瀬の自然環境の
把握

－

－

－
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

健全で活力ある森林整備の推進 Ａ 拡大

生活環境を守るための森林の保全と整備の推進 Ａ 現状維持

里山条例の定着に向けた里山の保全と整備の推進 Ａ 現状維持

「サンブスギ」ブランド化推進 Ａ 現状維持

木づくり・木の香りの拡大推進 Ａ 現状維持

県産木材需要拡大のための推進体制の整備 Ａ 拡大

（千葉フィールドミュージアム事業）
千葉フィールド・ミュージアムネットワークの構築

Ａ 拡大

健康と癒しの森整備事業 Ａ 縮小

みどり環境の利活用の拡大 Ａ 大幅に縮小

山地防災対策の推進 Ａ 現状維持

里山活動協定の
締結
（累計）

森林所有者が立
てる森づくり計
画（森林施業計
画）の認定面積

（累計）

Ⅲ森林の持つ教育や健康・癒し、レクリ
エーション等の多様な機能を活用した幅
広い分野での森林の利用を進め、県民が
森の効用を享受できる環境を整備しま
す。

サンブスギ林再生面
積（累計）

サンブスギ利用材積
（素材）（累計）

Ⅰ多彩で活力のある「ちばの森林」づく
りを推進するとともに、サンブスギ林の
再生と、県民参加の森林づくりを推進し
て、里山の保全・活用を図ります。

Ⅱ森林の再生に結びつく、潤いと暖かみ
のある「ちばの木」の利用促進や「サン
ブスギ」のブランド力の強化を進め、森
林・林業の自然循環システムの確立を目
指します。

間伐実施面積

県産木材の利用
量

Ａ

Ａ

Ｂ

教育の森利用回数・
利用者数

現状維持

Ⅳ山地災害の危険度の高い森林や津波・
高潮等の被害の軽減に重要な役割を果た
している海岸林で、治山事業の拡充等に
よる災害に強い森林づくりを推進しま
す。

海岸保安林機能低下
森林の面積

Ａ

拡大

現状維持

縮小

現状維持

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

県土の３分の１を占める本県の森林
は、木材生産機能のほか水源のかん
養や山地災害防止等の公益的機能な
ど多面的な機能を持っており、大切
な県民の共有財産として次世代に向
けて適切に保全・整備していく必要
があります。
このため、県民の暮らしや県土を守
るための保安林制度や地域住民に対
し透明性を高めた林地開発許可制度
の運用により森林の保全を図ってい
きます。
なお、本県の森林の9割を私有林が占
めており、森林整備を推進していく
ためには、計画的な森づくりを行う
森林所有者に対する支援が必要で
す。加えて林業・木材産業の活性化
も重要であり、サンブスギを中心に
県産木材の需要拡大や木質バイオマ
スの利活用を促進していきます。
さらに、最近の異常気象や放置され
荒廃した森林の増加に対処するた
め、山地防災情報システムの構築を
行い、予防対策を拡充して災害に強
い森づくりを目指します。
また、１５年に全国に先駆けて制定
した「里山条例」を広く定着させ、
地域住民、企業、ＮＰＯ、関係団体
など、県民が主体となった里山の保
全・整備・活用を推進していくとと
もに、自然環境教育や健康づくり、
レクリエーションの場として森林を
利用するなど、県民が森に親しみ、
森の効用を享受できる環境を整備し
ます。

健全で活力のある森林づくりの実現
に向けて概ね順調に進んでいます
が、今後の展開に課題があります。
この理由として、県の取り組みにつ
いては、①森林施業計画の策定に係
る支援を目標の975ヘクタールに対し
て1,107ヘクタール実施し森林施業計
画の策定が行われたこと、②里山保
全条例による里山保全協定締結の支
援をすすめ18年度の目標締結件数15
件が締結されたこと、③県産木材の
利用量については昨年より11,000立
方メートル増加の98,000立方メート
ルとなり、目標値97,000立方メート
ルより1,000立方メートル上回り２年
連続して目標値を達成しているこ
と、④山地災害危険地区の防災工事
着工か所数の累計目標1,215か所を達
成できたことなど、それぞれ目標値
を上回る成果があったことが挙げら
れる一方、森林施業計画の認定面積
については、累計目標面積6,760ヘク
タールに対し5,873ヘクタールに留
まっており、その理由は、18年度内
に策定した森林施業計画のうちの約
900ヘクタールの認定事務が終了して
いないことによるものであり、事務
が遅滞した原因には森林所有者の林
業経営意欲が依然として低迷してお
り、各種の支援施策にも関わらず施
業計画の策定が難航を極めたことが
あること、また、県産木材の利用量
の増加傾向についても現段階では不
確定であることによります。
１8年度については、17年度に引き続
き総じて最終成果指標は概ね達成し
ましたが、間伐等の森林整備は、停
滞傾向が明らかになっており森林づ
くりの推進のため、より一層の支援
施策の強化と併せて、中・長期にわ
たる継続的な施策の展開が必要で
す。

23 森林の保全
と総合利用

山地災害危険地
区の防災工事着
工か所数（累
計）

Ａ
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

産学官民による「ちば中小企業元気戦略」構築事業 Ａ 現状維持

創業・経営革新センターの新設 Ａ 現状維持

女性・中高年者の開業・育成支援 Ａ 拡大

地域生活創造ビジネスソーイング（種まき）事業 Ａ 休止・廃止

ＩＴベンチャー企業の創出・育成支援 Ａ 縮小

ニューマーケット開拓支援事業 Ｂ 現状維持

ビジネスプロモーションちば開催事業 Ａ 現状維持

中小企業振興資金融資制度の再構築 Ａ 拡大

中小企業の技術力を活かした金融の展開 Ａ 拡大

成長企業育成設備貸与制度の創設 Ａ 現状維持

中小企業の再生支援 Ｂ 現状維持

中小企業の直接金融に向けた取組 Ａ 現状維持

ベンチャー企業投資支援事業の検討 Ａ 拡大

商店街若手リーダー養成事業（ふさの国商い未来塾） Ａ 現状維持

商店街地域連携モデル事業 Ａ 拡大

｢草の根福祉推進型｣商店街活性化モデル事業 Ｃ 現状維持

子育て地域力強化モデル事業 Ａ 拡大

「まちづくり三法」の見直しと県の対応 Ａ 拡大

中小企業相談支援体制の充実・強化 Ａ 現状維持

円滑な事業承継への支援 Ａ 拡大

国際企業ネットワーク事業 Ａ 現状維持

中小企業ＩＴ利活用支援事業 Ａ 大幅に縮小

千葉県産業情報ヘッドライン提供事業 Ａ 拡大

（仮称）「ちば仕事プラザ」の整備 Ａ 拡大

高専等活用中小企業人材育成事業 Ｃ 休止・廃止

24 地域を支え
る中小企業
の活性化

県内事業所の99.8％を占める中小企
業は、多様な業種で構成され、豊か
な県民生活実現の担い手として重要
な位置を占めており、地域社会が元
気になるためには中小企業の活性化
が不可欠です。
本県は、これまで東京圏という巨大
市場に位置する恵まれた立地条件、
成田空港・千葉港をはじめとした産
業基盤の整備、豊かな自然と文化な
どの潜在力を活かして工業・商業・
農林業・水産業などのバランスの取
れた産業県として発展を遂げてきま
した。
しかしながら、近年、事業所開業率
が廃業率を下回る現象が生じていま
す。また、中心市街地の空洞化や経
済のグローバル化の進展に伴う競争
の激化など中小企業の経営環境は大
きく変化しており、これらへの対策
が喫緊の課題となっています。
こうした各種課題を解決するため、
本県経済の優位性を十分に活かしな
がら、創業を目指す起業家や経営革
新に果敢に取り組む中小企業等への
積極的・継続的な支援を進めていき
ます。
本県中小企業活性化施策の展開に当
たっては、地域の中で活動する中小
企業が活力を持つことが、暮らしや
すい潤いのある地域社会づくりに繋
がるものであるとの視点をもって、
「中小企業元気戦略」を構築すると
ともに、この元気戦略を基に中小企
業振興に向けた県の理念などを明ら
かにする「中小企業元気条例」（仮
称）を制定して活力あふれる地域経
済の実現に取り組んでいきます。

千葉県産業情報ヘッ
ドライン（メールマ
ガジン）配信件数

中小企業元気条例
（仮称）の制定

Ⅰ中小企業の活性化に向けて、「ちば中
小企業元気戦略」を基本として、中小企
業振興に向けた県の理念などを明らかに
する「中小企業元気条例」（仮称）の制
定などを進めます。

経営革新計画の承認
件数（累計）

Ⅱ事業所開業率が廃業率を下回ってお
り、この状況を改善するため、創業を目
指す起業家や経営革新に取り組む中小企
業を積極的に支援するとともに、新たな
コミュニティビジネスの育成や販路・市
場開拓支援などを通して中小・ベン
チャー企業の育成・成長を目指します。

ニューマーケット開
拓支援事業等による
新規販路開拓件数

Ⅲ中小企業の多様な資金需要に的確に対
応するため、中小企業振興資金融資制度
を中心に、中小企業の技術力を活かした
金融や中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ等企業再生金
融の展開を図るなど、中小企業の継続的
で円滑な資金調達の確保を図ります。

中小企業振興資金融
資額

Ⅴ中小企業を取り巻く経済のグローバル
化、下請構造の変化、IT化等急速な経営
環境の変化に対応するため、中小企業支
援機関の連携など相談支援体制の充実・
強化、輸出等の国際ビジネスの振興、迅
速な情報の提供、人材の育成などによ
り、中小企業の多様な事業展開を支援し
ます。

「ふさの国商い未来
塾」の修了者数(累
計)

商店街地域連携モデ
ル事業による実現件
数(累計)

Ⅳ商店街の集客力を高め、地域における
商業機能を向上させるため、その土台を
なす人材の育成や地域との結びつきによ
る取組を一層強化するとともに、空き店
舗等を活用した多様な事業展開など、関
係機関と連携し、まちづくりと一体と
なった魅力ある商店街づくりを積極的に
支援します。

創業・経営革新セン
ター、商工会、商工
会議所における相談
件数

商工会等の合併

現状維持

Ｂ

Ｂ

拡大

Ａ

Ａ

現状維持

Ａ

Ｂ

拡大

Ｂ

Ａ

Ｂ

拡大

地域を支える中小企業の活性化に向
けて、概ね順調に進んでいます。
　少子高齢化社会の進展、経済のグ
ローバル化など様々な社会経済環境
の変化に伴う企業間競争の激化によ
り、厳しい経営環境にある中小企業
は少なくありません。そこで、中小
企業者との協働で「ちば中小企業元
気戦略」を18年12月に策定しまし
た。これは、中小企業者との意見交
換を通じて、現在抱えている課題を
明らかにし、これを乗り越えるため
の施策や中小企業関係者の役割を明
確にしたものです。この元気戦略を
基本として「千葉県中小企業の振興
に関する条例」を19年3月に制定しま
した。
　中小企業活性化施策の展開に当
たっては、地域の中で活動する中小
企業が活力を持つことが、暮らしや
すい潤いのある地域社会づくりに繋
がるものであるとの視点を持って、
創業、経営革新の促進、中小企業の
継続的で円滑な資金調達の確保、ま
ちづくりと一体となった魅力ある商
店街づくりになどに取り組んできま
した。19年度は、「千葉県中小企業
の振興に関する条例」に基づき、引
き続き、中小企業の活性化、さらに
は県内経済の健全な発展と県民生活
の向上を目指して取り組んでいきま
す。

中小企業製造品
出荷額（従業員
３００人未満の
事業所）

－

－

事業所開廃業率
の逆転

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

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

Ａ 現状維持

生涯現役サポートセンターの創設事業 Ａ 拡大

ちば若者キャリアセンター管理運営事業の推進 Ａ 現状維持

企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進 Ａ 現状維持

ひきこもり、ニート、フリーターの社会復帰推進事業 Ａ 現状維持

若者自立塾への支援 Ａ 現状維持

子育てお母さん再就職支援センターの創設 Ａ 現状維持

母子家庭等就業・自立支援センター事業 Ｂ 現状維持

千葉障害者就業支援キャリアセンターによる就業支援 Ｂ 現状維持

障害者の多様なニーズに対応した職業訓練の提供 Ａ 現状維持

障害者就労モデル事業 Ｃ 大幅に縮小

重度障害者在宅就労促進特別事業 Ａ 現状維持

就業による高齢者の社会参加促進 Ａ 拡大

再就職等支援委託訓練事業の実施 Ａ 現状維持

産学連携製造中核人材育成事業 Ａ 現状維持

高専等活用中小企業人材育成事業 Ｃ 休止・廃止

中小企業等能力開発支援事業 Ａ 現状維持

労働相談の充実 Ａ 拡大

特別労働相談 Ａ

産業社会を支える就業支援と人材育
成の実現に向けて、順調に進んでい
ます。
その理由として、① 完全失業率は
3.8％となり目標の4.0％以下を達成
し、雇用失業情勢は緩やかに改善し
つつあること、② 企業における障害
者雇用率は法定の1.8％に及ばなかっ
たものの、17年度より0.03ポイント
上昇したことなどが挙げられます。

25 産業社会を
支える就業
支援と人材
育成

しごと・雇用の安定は、県民一人ひ
とりが安定し充実した生活を送るた
めの基盤です。また、企業にとって
働く人の　　　確保は、企業活動の
源の一つでもあります。
そこで、総合的な経済活性化策の展
開により、千葉県経済の活力を強め
る中で、地域に豊かな雇用が生ま
れ、また、　　　さらなる産業の振
興にもつながるといった地域経済の
好循環を創り出していくことが必要
です。
現在、我が国では、経済の回復に
伴って、完全失業率や有効求人倍率
も緩やかに改善するなど雇用失業情
勢も全般的には改善しているところ
ですが、一方、合計特殊出生率が
2004年時点で１．２９（千葉県は
１．２）になるなど少子化が進むと
ともに、人口減少社会を迎えてお
り、労働力不足が懸念されていま
す。
　千葉県においても、少子高齢化の
進展により、生産年齢人口（15歳以
上65歳未満の人口）は、2000年の４
２４万人が、2005年には４１６万人
に、2025年には３５４万人にまで減
少すると推計されています（国立社
会保障・人口問題研究所の推計によ
る）。
また、いわゆる団塊の世代の就業者
数は、千葉県では、２６万人と全体
のおよそ８．８％と高い割合を占め
ていますが（2000年国勢調査）、
2007年から退職期を迎えることによ
り、経済社会を支える者の減少や産
業を支える人材の質の低下を招く恐
れがあります。
　そのため、これまでも県として主
体的に雇用施策を実施してきました
が、これまでの施策を体系的に整
理・発展させたちば しごと雇用創出
プランをもとに、今後も経済社会の
活力を維持し、若年者、障害者、女
性、高齢者など誰もが意欲と能力を
活かして働くことのできる豊かな社
会を実現するために、就業支援や産
業人材の育成に取り組んでいきま
す。

日本版デュアルシス
テム　訓練事業に係
る就職率

中小企業等能力開発
講座実施数

Ⅲ厳しい国際間・企業間競争の中で、企
業の競争力を高めるため、中小企業経営
支援と一体となって、企業が永年培って
きた高度な技術・技能を受け継ぎ、更に
発展させることができるような専門的な
知識を持つ人材など付加価値創造型人材
の育成を支援します。

Ⅰ労働力が減少する中で、就業意欲の高
い女性や団塊の世代をはじめとした高齢
者等が「みんなが働き、支えあってちば
経済の活力向上」の担い手になることが
できるように、男女共同参画の視点も踏
まえ、仕事と個人の生活を両立できるよ
うな働き方や多様な働き方の実現を通じ
て、性別・年齢等に関係なく、誰もが意
欲と能力に応じて働くことができるよう
な就業環境づくりに取り組みます。

Ⅳ働く人が適法な労働条件の下で安心し
て働き、また、均等な機会及び待遇が確
保されるように、国と連携して、賃金不
払いや解雇、セクシャルハラスメント等
雇用関係に伴うトラブル等労働問題全般
に係る相談に取り組みます。併せて、労
働者のメンタルヘルス対策にも取り組み
ます。

一般相談件数

Ｂ

拡大

Ⅱ相談から就職までの個別的、継続的、
包括的な就業支援を実施することによ
り、若年者、障害者、女性、高齢者など
就職が困難な人の就業を促進します。ま
た、それぞれにふさわしい訓練の実施に
より、効果的な職業能力の開発・向上を
促進し、円滑な再就職を支援します。併
せて、ニート4）である若者の自立にも
取り組みます。

Ａ

Ａ

Ａ

現状維持

〝社員生き生き！元
気な会社〟宣言企業
数（累計）

(仮称)子育てお母さ
ん再就職支援セン
ター

ちば若者キャリアセ
ンターの利用者数

完全失業率

企業における
障害者雇用率

雇用創出数

Ａ

Ａ

－

現状維持

Ａ

現状維持

Ａ

拡大
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

元気な経営体を育成するための支援 Ａ 拡大

元気な産地づくりのための支援 Ａ 現状維持

経営体の技を向上させる研究開発 Ａ 現状維持

次代の漁業経営確立のための支援 Ａ 現状維持

飼料生産請負集団数 Ａ

乳用牛能力検定の参
加牛の割合

Ａ

新規就農者数 Ａ

普及に移した技術件
数（昭和47年からの
累計）

Ａ

漁業活動共同実践グ
ループ数

Ｂ

水産業実習者の受入
数

Ｂ

漁業経営改善計画の
認定数（累計）

Ａ

地域ごとに特色ある水田農業ビジョンの実現 Ａ 現状維持

住みよい農村づくりのための支援 Ａ 現状維持

都市住民が何度でも来たくなる農山漁村づくり Ａ 現状維持

遊休農地を遊ばせない方策 Ａ 現状維持

資源循環型農林水産業の推進 Ａ 大幅に縮小

広域営農団地農道整
備供用延長

Ａ

遊休農地解消モデル
地区・重点地区

Ａ

グリーン・ブルー
ツーリズムインスト
ラクター養成者数
（累計）

Ｂ

中山間地域で農作業
や農業施設を集落共
同で実施している集
落協定数

Ａ

堆肥利用促進集団育
成数（累計）

Ｂ

将来に誇れる農地の計画的な利用と農地利用集積の推進 Ａ 現状維持

低経費・効率化を追求する生産基盤の整備 Ａ 現状維持

地域の実情に応じた農業用水の安定供給と排水整備 Ａ 現状維持

未来に向かって資源を守り育てる漁業の推進 Ａ 現状維持

用排水施設の整備後
の効果発生面積（受
益面積）（累計）

Ａ

人工種苗６魚種の放
流数

Ａ

天然種苗の放流量 Ｂ

今後ますます強く押し寄せる国際化
の波に対抗できる力強い農林水産業
の展開に向けて、普及組織が育成対
象とする担い手や新規就農者の増
加、水田のほ場整備率の向上や普及
に移した技術件数などが目標を達成
するなど概ね順調に進んでいます
が、生産者の高齢化・後継者不足、
遊休農地の増加、水産資源の減少、
農林水産物価格の低迷、さらには輸
入農林水産物の増大など、解決しな
ければならない課題に直面していま
す。
そこで、経営体の育成支援や農林漁
業者間の連携強化、魅力ある農山漁
村づくり、これらを支える生産基盤
の整備など積極的に取り組むことに
より、農業産出額全国第2位を奪還
し、農業者が農業に従事することで
幸せが実感できる元気いっぱいな経
営体を育成していくことが必要で
す。

－

水産加工品生産
量

－

現状維持

－

認定農業者数
（累計）

Ａ

Ｂ

漁業就業者数

国際化に対
応した力強
い農林水産
業の展開

千葉県は全国有数の農林水産業県と
して、６００万県民をはじめ首都圏
へ新鮮で、おいしく、安全、安心な
食料を供給するという、重要な役割
を担っています。
しかしながら、近年の本県の農林水
産業を取り巻く環境は、米などの関
税引き下げを求めるＷＴＯ・ＦＴＡ
交渉等の進展や、生鮮野菜などの輸
入の増大等により価格が低迷する
中、産地を支える担い手の減少や高
齢化、遊休農地の増加や水産資源の
減少などが進み、このまま推移する
と１０年後には生産者が半減してし
まうおそれがあります。
また、高齢化、過疎化、混住化等の
進展により、歴史や文化、豊かな自
然や景観、人々に潤いや安らぎを与
えてくれる農山漁村の存続が危ぶま
れています。
そこで、本施策では、本県の有利な
立地条件を生かし、小規模でも経営
感覚に優れ、高収益な経営体の育成
を図るため、園芸農業などを中心に
元気な経営体の活動に対する支援、
品種や生産技術の開発と普及などを
推進するとともに、鮮度を重視した
千葉県ならではの多彩で個性ある産
地づくりのための機械・施設の整
備、水田や畑の基盤整備、水産資源
の維持・増大、漁港・漁場整備など
を推進します。
さらに、集落全体で生産力の維持発
展を図るため、遊休農地の発生防止
と解消、資源循環型農林水産業やグ
リーン・ブルーツーリズムなどを推
進するとともに、生産者のみならず
女性や高齢者などの多様な人材の参
加による千葉県型集落営農の展開を
基本に、いきいきとした農山漁村づ
くりを積極的に推進します。
これらにより、農林水産業に従事す
ることで幸せが実感でき、今後、ま
すます強く押し寄せる国際化の波に
対抗できる力強い農林水産業の展開
を図っていきます。

26

海面漁業・養殖
業生産量（属
人）

農地利用集積率

酪農ヘルパー酪農家
参加率

集落農業ビジョンの
策定数（累計）

農地・水・農村環境
の保全向上活動モデ
ル地区

農地の利用権設定等
面積（累計）

水田のほ場整備率
（標準区画30アール
以上）

園芸施設化面積（累
計）

農業産出額 －

Ⅰ大規模化、効率化と併せて、小規模で
も高収益な経営体の育成と鮮度を重視し
た千葉県ならではの多彩で個性的な産地
づくりと、それを支援する技術の開発を
推進します。

Ⅱ遊休農地の発生防止と解消、グリー
ン・ブルーツーリズムや資源循環型農林
業の推進を図るとともに、千葉県型集落
営農の展開を基本に、首都圏に位置する
立地条件や地域の特色を生かした創意工
夫によるいきいきとした農山漁村づくり
を推進します。

Ⅲ農地の利用について、地域全体で将来
に誇れる計画的な利用ができるよう支援
するとともに、地域住民の参加のもと
に、投資効果の高い生産基盤の整備を推
進します。
また、東京湾や外房地域の多種多様な漁
業の特色を活かした生産性の高い漁業の
実現に向け、種苗放流や資源管理などの
推進による水産資源の維持・増大を図る
とともに、地域特性を踏まえた効率的で
効果的な生産基盤の整備を推進します。

拡大

Ａ

Ａ

現状維持

現状維持

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｂ
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目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

成田空港の平行滑走路整備の促進 Ａ 現状維持

「航空機騒音対策基本方針」の見直し Ａ 現状維持

航空機騒音対策の推進 Ａ 現状維持

成田空港の国際

貨物量
※ Ｂ

空港周辺の住宅防音
工事の進捗率

Ｂ

成田新高速鉄道の整備促進 Ａ 拡大

首都圏中央連絡自動車道、北千葉道路及び空港周辺幹線道路網の整
備

Ａ 拡大

空港周辺幹線道路網
整備（県事業）の進
捗率

Ａ

国際物流関連企業の立地の促進 Ａ 現状維持

国際物流機能集積のための基盤整備 Ｃ 縮小

成田空港周辺振興調査 Ａ 拡大

成田国際物流複合基
地南側地区（24.4ヘ
クタール）の造成

Ｃ

外国人観光客の受入体制の整備 Ａ 拡大

外客誘致対策事業 Ａ 拡大

若年者の就業促進 Ａ 現状維持

成田空港の機能充実と国際空港都市
づくりについては、概ね順調に進ん
でいますが一部に課題もあります。
まず、平成１８年９月に平行滑走路
の２，５００メートル化に向けて北
伸工事が着工されるなど、空港機能
の充実へ向けて大きな前進がみられ
ました。また、北伸により騒音区域
が拡大するため、平成１９年２月２
０日に騒特法の地区変更の基本方針
を決定しました。
アクセス関係では、成田新高速鉄道
で新線区間の下部工工事がすべての
工区で発注された他、北千葉道路に
おいても用地買収が計画どおり進む
など着実な前進が見られます。
物流関係では、１８年中に物流関係
２８社の県内立地に成功しました
が、成田国際物流複合基地について
は造成工事に遅れがみられるなど不
十分な状況もあります。
国際観光の振興では、韓国ラジオの
語学番組で本県観光情報が掲載され
るなど、外客誘致へ向けて成果をあ
げることができました。房総のむら
では、外国人向けの新しい体験メ
ニューを実施しました。

拡大

Ⅳ国際交流拠点として国際観光の振興を
図るとともに、国際理解教育や国際物
流・貿易関連業務に適応した人材育成を
推進します。

成田空港とその周辺地域は、千葉県のみ
ならず、我が国・首都圏における経済発
展の核であり、首都圏最大の国際空港と
して成田空港の確固たる地位を確保する
と同時に、周辺地域と空港が一体となっ
て圏域の機能性を高め、国際物流や世界
との経済連携等の面で我が国の国際戦略
拠点となることが必要です。
　そのためにはまず、成田空港そのもの
が日本の空の表玄関にふさわしい十分な
機能を持ち、利用しやすい空港である必
要がありますが、増え続ける国際航空需
要に対して、平成１４年４月には二本目
の滑走路として２，１８０メートル暫定
滑走路が供用を開始し、平成１６年４月
からはサービスの面でも世界の国際空港
と互していくため、成田国際空港株式会
社の運営する民営空港として生まれ変わ
りました。
　しかし、真の国際空港としてその責任
を果たしていくためには、今後とも増加
する国際航空需要に的確に対応するとと
もに、空港へのアクセスや国際物流関連
機能等の強化など、まだまだ整備すべき
基盤や集積すべき産業があるなど多くの
課題が残されています。また、これらの
整備により高まる地域のポテンシャル
を、より広い圏域の活性化につなげ、さ
らに全県・首都圏・全国に広く波及させ
ていくことが必要です。
　同時に、我が国最大の内陸空港とし
て、少子高齢化や価値観の多様化といっ
た開港当時と異なる時代潮流の中、従来
の騒音対策や環境面での取り組みはもと
より、市町村合併による地域構造変化へ
の対応や地域経済の活性化への貢献など
も期待されています。
　その上で、国際空港独自の特性を活か
し、県発展の先導役として空港周辺地域
の経済活性化を図るとともに、国際色豊
かな人々の交流を地域の個性として育
て、内外から訪れる人々が楽しみくつろ
げる環境を整備することにより、成田空
港と周辺市町村が共生し、力強く発展し
ていく国際空港都市の実現を目指しま
す。

27 成田空港の
機能拡充と
国際空港都
市づくり

Ｂ
2,500メートル平行滑
走路の完成

Ⅰ平行滑走路の２，５００メートル化の
円滑な整備に協力するとともに、騒音影
響の拡大に対して、的確な対策が講ぜら
れるよう努めます。

成田新高速鉄道の
2010年度開業をめざ
して、工事を促進

Ａ

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

Ａ

現状維持

Ａ

拡大

Ａ 拡大県立房総のむら入館
者数

Ｂ

Ａ
外国人観光客数（推
計値）

拡大

Ｂ

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

小中高一貫した英語教育（千葉･インターナショナル・エデュケー
ション・プラン）の推進
（高校生等の海外派遣及び留学の支援）
（チバ・インターナショナル・エデュケーション・プラン）

拡大
空港外にある保税蔵
置場の事業所数

成田空港の国際
旅客数

成田空港の貿易
額（輸出入額）
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

拡大 つくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業 Ａ 拡大

つくばエクスプレス整備に伴う関連公共施設整備の推進 Ａ 現状維持

つくばエクスプレス沿線地域におけるまちづくり戦略の検討・推進 Ａ 拡大

広域的な防災機能をになう都市公園の整備 Ａ 現状維持

東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成 Ａ 現状維持

知的資源、産業集積を活かしたＩＴ関連産業振興 Ａ 現状維持

東葛テクノプラザにおける起業・研究開発支援 Ａ 拡大

国際学術研究拠点形成促進モデル事業 Ａ 現状維持

留学生、外国人研究者等と一体となったコミュニティづくり Ｂ 現状維持

Ｂ

28 つくばエク
スプレス沿
線の大学と
地域の連携
による国際
学園都市と
産業拠点の
形成

県民一人ひとりがいきいきと暮らせ
る千葉県を目指す上で、良好な都市
環境を整備し、多彩な産業の集積を
生かして新産業・新事業を創出し経
済の活性化を図っていくことは緊急
かつ重要な課題です。特に、柏・流
山地域では、つくばエクスプレスの
開業による飛躍的な交通利便性の向
上を背景に、質の高い都市機能の充
実や新たな産業の創出を促進してい
く必要があります。このため、「環
境・健康・創造・交流の街」をテー
マとした、まちづくりと産業拠点の
形成に積極的に取り組みます。
具体的には、沿線地域の豊かな自然
環境を活かし、環境・健康を軸に定
住促進や活動・交流の活性化を図
り、快適で安心して暮らせる生活空
間づくりに取り組みます。
また、沿線に集積する大学・研究機
関などの世界レベルの研究機能を生
かし、知的生産性に重点をおいた、
国際競争力のある国際的な学術研究
都市の実現のため、大学と地域の連
携による、まちづくり・国際化の推
進を図ることにより、21世紀の新し
い地域モデルの確立・新たな都市創
造を推進していきます。

Ⅱ都市再生プロジェクト「東京圏におけ
るゲノム科学の国際拠点形成」や新産業
創出特区(構造改革特区)等を活用し、産
学官連携による産業クラスターの形成促
進や新規成長分野を開拓する関連施策を
展開します。

Ⅰ沿線地域においては、地域の文化・風
土を踏まえ、新駅を中心として業務、商
業、文化、居住等の諸機能が調和をとっ
て配置され質の高いサービスを備えた、
自立性の高い特色あるまちづくりを関係
者が一体となって計画的かつ段階的に進
めます。

つくばエクスプレス沿線地域の大学
と地域の連携による国際学術研究都
市と産業拠点の形成を実現するた
め、「環境・健康・創造・交流の
街」をテーマとした産学官連携によ
る新産業・新事業創出に向けた共同
研究、実証実験など概ね順調に進ん
でいます。
特に、沿線地域に集積する大学と地
域の連携による取組みでは、柏の葉
キャンパスシティＩＴコンソーシア
ムによるＩＴを活用した先駆的な実
証実験や、シックハウス症候群を疑
われる子供の患者等を対象として、
化学物質を低減した居住施設に滞在
し症状の緩和を検証するケミレスタ
ウンプロジェクト等が順調に進展し
ているとともに、柏の葉アーバンデ
ザインセンター、柏の葉予防医学プ
ロジェクトなど新しいアクションプ
ログラムが生まれるなどの成果を得
ることができました。
　また、土地区画整理事業等の基盤
整備は概ね順調に進んでいます。

拡大 つくばエクスプレス
沿線の土地区画整理
事業進捗率(事業費
ベース)
柏北部中央地区（273
ヘクタール）
運動公園周辺地区
（232ヘクタール）
　木地区（68ヘク
タール）

Ａ

東葛テクノプラザ
共同研究件数(累計)

Ａ

現状維持

つくばエクスプ
レス沿線地域の
整備状況
（土地使用可能
面積）

製造品出荷額
(柏市（旧沼南
町含む）、流山
市)

Ａ
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

住み・働く人との交流・まちづくりの推進 Ａ 拡大

幕張新都心ＩＴ駐車場情報サービスの提供 Ａ 拡大

公園等公共施設の整備 Ａ 現状維持

幕張ベイタウン事業の着実な推進 Ａ 拡大

公共施設の将来管理者への引継ぎ Ａ 現状維持

幕張新都心公共施設への指定管理者制度の導入 Ａ 現状維持

地域の特性を活かしたIT関連産業の振興 Ａ 拡大

外資系企業スタートアップセンター事業 Ａ 現状維持

幕張メッセの機能拡充・強化 Ａ 拡大

幕張メッセの利用促進 Ａ 拡大

拡大地区の整備推進 Ｂ 現状維持

幕張新都心活性化構築事業 Ａ 現状維持

バイオテクノロジー関連産業を中心とした企業、国際機関、大学、
公的試験研究機関等の立地・集積促進

Ａ 現状維持

かずさアークの機能強化 Ａ 現状維持

誘致・広報活動の一体的・効率的な展開 Ａ 現状維持

かずさアカデミ
アパーク内にお
ける公的共同研
究資金導入件数
（累計）

Ａ
インキュベーション
施設入居企業件数累
計

Ｂ

「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進 Ａ 現状維持

かずさＤＮＡ研究所を核とする産業化へ向けた研究の一層の推進 Ａ 現状維持

かずさＤＮＡ研究所
特許等出願件数（累
計）

Ｂ

世界の学者・研究者が快適に暮らせる研究・居住環境づくり Ａ 現状維持

交通利便性の向上・情報通信基盤の拡充 Ｂ 現状維持

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
幕張新都心の活
動人口

就学者数

来訪者数

29 幕張新都心は、幕張メッセを中核施
設として、国際交流機能、国際的業
務機能、中枢的業務機能、研究開発
機能、学術・商業・文化機能、ス
ポーツ・レクリエーション機能、住
宅機能等の諸機能の一体的な集積を
目指している都市です。
また、東京都心と成田空港のほぼ中
間に位置し、全国有数の貨物取扱量
を誇る千葉港を控えるなど優れた立
地条件を有し、千葉業務核都市にも
位置付けられています。
現在、新しい時代の社会的ニーズに
即した「職・住・学・遊」の機能を
備えた複合機能都市として整備を進
めており、　　　　21世紀型の国際
的戦略拠点として、また、その波及
効果が全県に広がる「まちづくり」
を目指しています。

複合都市
「幕張新都
心」の形成

就業者数

居住人口

30 Ⅰ名実ともに世界に評価される国際研究
開発拠点の実現を目指して、生物工学
（バイオテクノロジー）関連分野を中心
に多様な研究・開発、学術機能の集積を
図ります。

Ⅱ「東京圏ゲノム科学２）の国際拠点形
成プロジェクト３）基本構想に基づき、
融合生命科学の研究拠点及び国際研究交
流拠点としての整備を進めます。また、
東京圏における他の拠点や県内の千葉地
域や柏･東葛地域などとの連携を強化
し、産学官の広域ネットワークを構築し
ます。

Ⅲ国際的な知の創造拠点にふさわしい、
利便性の高い、快適な研究環境・都市環
境の整備･充実を図ります。

Ⅱ幕張新都心のこれまでの成果と蓄積を
活かしつつ、業務研究及び商業等の更な
る集積を図り、新しい時代を先導する国
際業務都市の充実・拡大を目指します。

幕張メッセ来場者数

Ｂ

拡大地区分譲・貸付
土地面積累計

幕張ベイタウン供給
戸数

Ⅰ「職・住・学・遊」の機能を備えた複
合機能都市の形成のため、道路、公園等
の施設整備による快適な都市空間の充実
を図り、また官民及び地区内外の様々な
人々の交流により魅力あるまちづくりを
目指します。

複合機能都市「幕張新都心」の形成
に向けて概ね順調に進んでいます。
この理由として、現存するオフィス
ビルへの入居企業の増加等により、
就業者数が目標を上回ったこと等が
挙げられます。

拡大

立地企業の満足度 Ａ

Ａ

Ａ

国際会議及び学術会
議の開催件数（かず
さアーク）

かずさＤＮＡ研究所
の公的共同研究資金
導入件数（累計）

拡大

拡大

現状維持

現状維持

Ｂ

Ｂ

現状維持

Ｂ

サイエン
ス・パーク
「かずさ」
の国際的地
位の確立

科学技術の適切な活用は、産業や経
済の活性化による物質面の豊かさや
便利さをもたらすだけでなく、環境
や食糧、健康など地球規模における
人類の共通課題を解決する可能性を
もつものとして、ますます重要性を
深めています。
かずさアカデミアパークは、東京都
心や成田・羽田両空港からの優れた
交通利便性を活かし、国内外から多
くの研究者が集い、さまざまな課題
の解決に向けた世界規模での研究活
動が展開されるサイエンス・パーク
の実現を目指します。
また、これまでにかずさアカデミア
パーク内に蓄積された「学術的資
源」を有効活用し、新産業の創出を
図るとともに、恵まれた自然を生か
しながら都市環境の整備等を推進す
ることにより、人類の未来に貢献す
る国際的な知の創造拠点としてのか
ずさアカデミアパークを確立してい
きます。

かずさアカデミ
アパーク内への
企業誘致件数
（ベンチャー含
む）

かずさアカデミアパークの整備及び
研究所等の集積の実現に向けて概ね
順調に進んでいますが、一部に課題
があります。
県の取組みとして、①かずさアカデ
ミアパーク内における企業等誘致件
数が46件（累計）、②かずさアカデ
ミアパーク内における公的共同研究
資金導入件数が11件（累計）と、当
初の目標を達成し、一定の成果をあ
げることができました。
一方、交通利便性及び情報通信基盤
の向上の点で立地企業の要望に十分
応えきれていない部分が残っていま
す。

現状維持
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

国際的視点に立った経済環境づくり Ａ 現状維持

国際観光・コンベンションの振興 Ａ 拡大

外資系企業スタート
アップセンター入居
企業数

Ｂ

世界の国々との多様な分野での交流推進 Ａ 現状維持

千葉の国際協力 Ａ 現状維持

国際協力モデル事業（民間団体事業）の支援 Ａ 現状維持

千葉の国際協力事業
によるモデル活動数

Ａ

外国籍県民にも暮らしやすい千葉づくり事業 Ａ 現状維持

外国籍県民向け生活関連情報提供システムの検討 Ａ 現状維持

多文化共生モデル事
業の実施件数

Ｃ

小中高一貫した英語教育（千葉･インターナショナル・エデュケー
ション・プラン）の推進

Ａ 拡大

国際理解教育の推進・外国籍児童生徒の受入体制の充実 Ａ 現状維持

インターナショナルスクールの整備 Ａ 現状維持

現状維持31
国際交流・協力
団体数

Ａ

Ⅰ産業の国際展開や戦略的な海外企
業の誘致、外国人観光客誘致を推進
し、地域の国際競争力を高めます。

Ⅱ県の有する人材、資源、技術など
を活用した国際協力活動や、米国の
ウィスコンシン州、ドイツのデュッ
セルドルフ市をはじめ世界の地域と
文化、経済、学術などの様々な分野
で交流を推進します。

Ⅲ在住外国人からの意見聴取や多言
語による情報提供方策の検討を行
い、外国籍県民や留学生にも暮らし
やすい地域づくりを総合的に推進し
ます。

かずさアカデミア
ホールにおける国際
会議及び学術会議の
開催件数

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

国際化の推
進

現在は国際交通網やインターネット
等の情報通信網の飛躍的な発展によ
り、人、モノ、情報などの国を越え
た交流が大幅に拡大し、人や地域が
世界と直接につながる時代です。経
済、環境、教育、福祉、文化など私
たちの暮らしに身近な様々な分野で
国際化が着実に進み、県民一人ひと
りの活動が世界の動きの影響を受
け、また世界に影響を与えていま
す。
国際化の進展は競争の激化や地域に
おける文化の摩擦等の負の部分も指
摘されますが、千葉県の人材、文
化、産業、歴史、施設等の多様で豊
富な資源を活かしながら新たな価値
を創造し、活力のある地域づくりに
つなげていくチャンスでもありま
す。
とりわけ経済分野の国際化は、地域
の活力を高める上で重要な課題で
す。県内企業の諸外国との貿易、投
資、提携を促進し、世界を市場とし
て発展する競争力の高い産業の育成
を図るとともに、優れた技術やビジ
ネスモデルを有する外資系企業から
ビジネスの場として選ばれるよう
に、魅力的な事業環境を整備するこ
とが必要です。
県では、「高い国際競争力を誇る産
業の育成及び基盤整備」、「海外諸
国との交流の推進」、「外国籍県民
にも暮らしやすい地域づくり」、
「世界で活躍する国際人の育成」を
推進し、国際化を活用して、「新し
い文化の創造」、「雇用機会の創
造」、「経済の競争力強化」、「国
際的知名度の向上」、「県民の誇り
の向上」を目指します。

現在は国際交通網やインターネット
等の情報通信網の飛躍的な発展によ
り、人、モノ、情報などの国を越え
た交流が大幅に拡大し、人や地域が
世界と直接につながる時代です。経
済、環境、教育、福祉、文化など私
たちの暮らしに身近な様々な分野で
国際化が着実に進み、県民一人ひと
りの活動が世界の動きの影響を受
け、また世界に影響を与えていま
す。
国際化の進展は競争の激化や地域に
おける文化の摩擦等の負の部分も指
摘されますが、千葉県の人材、文
化、産業、歴史、施設等の多様で豊
富な資源を活かしながら新たな価値
を創造し、活力のある地域づくりに
つなげていくチャンスでもありま
す。
とりわけ経済分野の国際化は、地域
の活力を高める上で重要な課題で
す。県内企業の諸外国との貿易、投
資、提携を促進し、世界を市場とし
て発展する競争力の高い産業の育成
を図るとともに、優れた技術やビジ
ネスモデルを有する外資系企業から
ビジネスの場として選ばれるよう
に、魅力的な事業環境を整備するこ
とが必要です。
県では、「高い国際競争力を誇る産
業の育成及び基盤整備」、「海外諸
国との交流の推進」、「外国籍県民
にも暮らしやすい地域づくり」、
「世界で活躍する国際人の育成」を
推進し、国際化を活用して、「新し
い文化の創造」、「雇用機会の創
造」、「経済の競争力強化」、「国
際的知名度の向上」、「県民の誇り
の向上」を目指します。

インターナショナル
スクールの数

千葉ウィスコンシン
協会の会員数

外国籍県民からの意
見聴取回数

Ａ

Ｂ

Ａ

チバ･インターナショ
ナル・エデュケー
ション・プラン指定
数

Ｂ

Ⅳ小中高一貫の英語教育の推進、高
校生の海外体験の支援検討、イン
ターナショナルスクールの整備促進
により、世界で活躍する国際人の育
成を図ります。

Ｂ

35



次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

分権型社会に対応した新たな県の役割の確立

民間能力の活用

アウトソーシングの
推進

Ａ

指定管理者制度の導
入

Ｂ

効率的な組織機構づくり

公営企業の改革への取組

公社等外郭団体の見直し

定員管理の適正化

分権時代に対応した職員の能力向上、多様な人材の確保

電子化等を活用した業務プロセスの改善

入札・契約制度の改善及び公共工事コスト縮減

開かれた県政と県民参加の推進

県有施設等の有効活用

歳入の確保

歳出の削減

建設地方債等県債残
高の抑制

Ａ

プライマリーバラン
スの黒字の確保

Ａ

千葉県に住みつ
づけたいと思う
県民の割合

Ｃ

Ａ

行財政システム
改革行動計画
（17年度～20年
度）の達成割合

Ａ

32 今、時代は、大量消費型社会から循
環型社会へと、量を重視する成長社
会から質を重視する成熟社会へと大
きく変わりつつあります。また、県
を取り巻く環境も、職員が大量退職
する時期を迎えるとともに、厳しい
財政状況が続く中で、国を頼りにす
る時代から、自治体が知恵を絞り、
戦略を練って施策を展開し、地域間
の競争に生き残っていく時代へと、
まさに
大きく転換してきています。
このような大きな変革期にあって
は、県庁も社会の変容に対応した組
織・体制に変わる必要があります。
また、国、県、市町村の役割が大き
く変りつつあり、その中で広域的自
治体としての県の果たすべき役割を
十分に展開していく必要がありま
す。
このため、県として真に必要な分野
に予算や人員を重点的に振り向けて
いくとともに、可能な限り市町村や
地域の団体、民間企業などと互いの
知恵やちからを生かしながら事業を
進めていきます。さらに、社会の変
化に対応した政策立案や意思決定に
必要な情報の適切な選択、収集、分
析に取り組むとともに、県民の皆さ
んが主体的に地域づくりに参画でき
るよう
積極的に県政情報を発信してまいり
ます。
そして、これらの取組を通じて、県
の能力を十分に発揮することができ
る県庁経営システムへの質的転換を
進めます。

県庁経営シ
ステムの質
的転換

Ⅱ県庁経営改革
効率的な組織や適正な定員管理などによ
り、簡素な行政システムを確立します。

Ⅲ財政改革
民間能力の活用や県民との協働、選択と
集中による事業の実施などに取り組み、
自立した財政基盤の確立を図ります。

Ⅰ新しい行政システムの構築
限りある予算や人員を本当に必要な仕事
に重点的に振り向け、市町村や地域の団
体、民間企業などと互いの知恵やちから
を活かしながら事業を進めることのでき
る行政経営システムを構築します。

県庁経営システムの質的転換に向け
て概ね順調に進んでいます。
この理由としては、公社等外郭団体
について、新たな見直し方針を策定
したこと及び４団体の廃止等を行っ
たこと、随意契約について抜本的見
直しを行い「随意契約適正化の取組
方針」を決定したこと、管理職手当
について年功的な給与処遇を改め定
額制に移行したこと、小中学校教員
（２万８千人）の旅費審査について
集中処理のシステムを開発したこ
と、流域下水道終末処理場の維持管
理について公社との随意契約から複
数年度の性能発注を基本とした総合
評価一般競争入札による包括的民間
委託への移行を開始したこと、指定
管理者制度の導入を６２施設に拡大
するなど民間能力の活用を図ったこ
と等が挙げられます。
一方、分権型社会の進展、大量退職
時代の到来、厳しい財政状況に的確
に対応するためには、行財政改革を
引き続き実施していく必要がありま
す。

－

財源不足の解消

Ａ

拡大

拡大

拡大

拡大
パッケージ方式によ
る権限移譲市町村数

定員管理の適正化

電子入札案件の拡大

Ｂ
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次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

次年度以
降の対応

目標項目
達成
状況

施策の
方向性

目標項目
達成
状況

柱の
方向性

重点事業
の方向性

施策の基本的な考え方
（最終目的／上位目的）

施策
番号

施策名 施策展開の柱

最終成果指標／上位
成果指標（最終的な
成果を表す指標）

中間成果指標
（柱の成果を表す指標）

目標の達成状況総括 重点事業
達
成
度

戦略的な広報の推進 Ａ 拡大

県民への効果的な広報の推進 Ａ 現状維持

全国に向けた情報発信の推進 Ａ 拡大

地域と一体となった情報発信 Ａ 現状維持

県提供のテレビ番組を
「よく見る」・「とき
どき見る」人の割合

Ｃ

千葉県ホームページへ
のアクセス件数

Ｂ

パブリシティ活動によ
る各種メディアへの掲
載件数

Ａ

説明責任を果たすための広報の展開 Ａ 拡大

情報公開推進会議の運営 Ａ 現状維持

県民への説明責任を果たすための評価制度の効果的な運用 Ａ 現状維持

各評価制度に関する
県ホームページへの
アクセス件数

Ａ

県民の意見・提案を県政に反映させる制度の充実 Ａ 現状維持

ちばパートナーシップ市場 Ａ 現状維持

県民意見と県の対応の公表 Ａ 現状維持

Ｂ

拡大

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

広報紙「ちば県民だよ
り」を「よく読む」人
の割合

広報紙「ちば県民だよ
り」の「情報・内容の
わかりやすさ」を「良
い」と思う人の割合

情報公開に関する県
ホームページへのア
クセス件数

Ⅰ全庁が一体となった戦略的な広報を進
め、県民にわかりやすく、多くの県政情
報を伝えることのできる効果的の広報
と、全国に向けた情報発信などを進めま
す。

Ⅱ県政の透明性を高めるため、徹底した
情報公開を進め、県民への説明責任を果
たしていきます。

33 県内外への
効果的・戦
略的な広報
とひらかれ
た県政運営

県民が安心して暮らすことができ、
経済的にも、文化的にも自立した個
性あふれる千葉県づくりを進めるた
めには、これまでにも増して、政策
を迅速かつ効果的に実現していく必
要があります。このためには、地域
課題やそれに対する県の取組、安
全・安心に関する情報など県民ニー
ズの高い情報などを、これまで以上
に迅速・的確に県民に伝えていく必
要があります。
また、産地間・地域間の競争や国際
化の中で、千葉県の自然、歴史、文
化、農林水産物等の魅力や千葉県が
進める先進的な施策展開などについ
て、県内外に千葉県の優位性・先進
性など「千葉県らしさ」を積極的に
アピールしていくことも、一段と重
要になっています。
そこで、これからの広報活動に当
たっては、行政の立場からの情報発
信だけではなく、県民の視点に立っ
た情報提供を進めるとともに、各部
局にまたがる様々な施策・事業の関
連性を重視し全庁的な連携のもと、
戦略的・総合的な広報を展開してい
きます。そして、これからは、情報
を発信するだけでなく、その情報が
どのように受け取られ、活用されて
いるのかについて把握し、より効果
的な広報を進めます。
また、個性あふれる千葉県づくりを
進めるためには、県民をはじめ、Ｎ
ＰＯ、企業など多様な主体が、自主
的・能動的に地域社会づくりに取り
組んでいくことが重要です。
そこで県政運営においても、徹底し
た情報公開により県政の透明性を確
立し、県民の意見や地域の実情が十
分に反映される県民にひらかれた県
政を推進します。

県政に対する県
民の関心度
（関心がある人
の割合）

現状維持

・　「県内外への効果的・戦略的な
広報とひらかれた県政運営」の実現
に向けて、概ね順調に進んでいます
が、一部に課題も残っています。
　　概ね順調に進んでいる理由とし
て、戦略的・効果的な広報と全国へ
の情報発信については、
　①県ホームページのアクセス件数
が増加していること。
　②ちばＤＣを中心に積極的なパブ
リシティを実施したことにより、全
国・地域メディアへの千葉県情報の
掲載件数が急増したこと。
　③千葉県の統一ロゴの作成と活用
により、“千葉”からの情報発信を
明確にしたこと。
　などが挙げられます。
　　また、情報公開と説明責任につ
いては、情報公開制度の適切な運用
や政策評価制度の効果的な運用によ
り、さらに、県民等が意見・提案す
る機会の確保と県民等の声の県政へ
の反映についても、「ちばづくり県
民コメント制度」の活用や主な県民
の声とその対応状況の県ホームペー
ジでの公表などにより、ひらかれた
県政運営に貢献しています。
　　一方、課題としては、県政に関
する世論調査の結果、「県提供のテ
レビ番組」を見る人の割合が少な
く、県政情報の的確な伝達のため、
媒体の特性を活かした情報発信に工
夫の余地があります。
　　また、同調査の中で、「県政に
対する意見を述べやすくするために
必要なこと」として、「県民から寄
せられた声への、県の対応状況の徹
底した情報公開」「手紙・電話・Ｆ
ＡＸ・インターネットなどを利用し
て手軽に意見が言えるシステムの整
備」が上位にあり、県が実施してい
る情報公開の現状や県民意見聴取の
手法に関する積極的なＰＲが必要で
あると考えます。

「ちばづくり県民コ
メント制度」におい
て、１0件以上の意見
が寄せられる案件の
割合

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

拡大

現状維持
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施策数： 39
重点事業数：567

指標数 割合 ０５ＡＰ(参考）

42 41% 39%

23 22% 26%

3 3% 8%

35 34% 27%

103 （96指標）

３．目標の達成状況総括
施策数 割合 ０５ＡＰ(参考）

12 31% 24%

27 69% 76%

0 0% 0%

39 （38施策）

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計
施策数 26 13 0 0 39
割合 67% 33% 0% 0%

０５ＡＰ(参考） 79% 21% 0% 0%

指標数 割合 ０５ＡＰ(参考）

211 58% 56%

106 29% 25%

25 7% 12%

20 6% 7%

362 （267指標）

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計
施策展開の柱数 74 64 2 0 140

割合 53% 46% 1% 0%

７．重点事業の実施状況
事業数 割合 ０５ＡＰ(参考）

484 85% 81%

65 11% 15%

18 3% 4%

567 （546事業）

８．次年度以降の重点事業の方向性
拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 休止・廃止 合　計

事業数 169 343 19 10 26 567
割合 30% 60% 3% 2% 5%

０５ＡＰ(参考） 39% 54% 3% 1% 3%

注：施策展開の柱数は、県警のみ所管の施策展開の柱（３）は除く

注：重点事業数（再掲含む）は、県警のみ所管重点事業（２１）、施策３２・県庁経営改革の断行の改革事項（１３）は除く

現時点で判定できないもの（－）

合　計

合　計

Ａ：当初予定どおりの事業量等を達成したもの、
　又は、ほぼ達成したもの（当初予定の８割以上）
Ｂ：当初予定どおりの事業量等に達していないもの
　（当初予定の５割以上８割未満）
Ｃ：当初予定どおりの事業量等を大きく下回ってい
る

６．次年度以降の施策展開の柱の方向性

（施策展開の柱の方向性については2006年アクションプランより記載しています）

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

施策目的の達成に向けて困難な課題がある

合　計

４．次年度以降の施策の方向性

５．「中間成果指標」の達成状況

合　計

施策目的の達成に向けて順調に進んでいる

施策目的の達成に向けて概ね順調に進んでいる
（一部に課題がある）

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

当初予定した目標の水準に達していないもの（Ｃ）

現時点で判定できないもの（－）

２００６年アクションプランに係る事後評価の実施状況

１．事後評価を実施した施策・事業数

２．「最終成果指標」の達成状況


