
部局名：総合企画部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

知事、副知事の秘
書業務と知事の政
策調整を迅速かつ
的確に行うこと

Ａ

Ⅰ（迅速・的確な日程、資
料の調整等）
　知事、副知事の公務が円
滑に進むよう、日程調整、
資料の収集等を迅速・的確
に行います。

日程、資料の調整
を迅速・的確に行
うこと

Ａ

現状維持

Ⅱ（迅速・的確な政策調
整）
　知事が政策判断等を行う
に当たり、必要な情報の収
集、整理を迅速・的確に行
うとともに、担当部局への
助言も行います。

情報の収集、整理
を迅速・的確に行
うこと

Ａ

現状維持

ちば２００６アク
ションプランに掲
げた「最終成果指
標」の目標を達成
した割合

－

Ⅰ（県政重点施策の策定及
び推進）
県民ニーズや社会情勢の変
化に的確に対応した戦略
的・重点的施策を推進する
ため、「あすのちばを拓く
１０のちから」、「ちばア
クションプラン」、戦略プ
ロジェクト等の策定・見直
しに係る企画及び総合的な
調整を行います。

ちば２００６アク
ションプランの３
９の施策に掲げた
「柱の成果を表す
指標」の目標を達
成した割合

－

現状維持

観光客入込数
　※当該指標は年
単位で調査

Ｂ
定住・交流による
地域活性化モデル

Ａ

定住促進支援セン
ター機能

Ａ

二次評価
結果

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持

次年度以降の対応

現状維持Ⅱ（定住・交流による地域
づくりの促進）
「観光立県ちば推進ビジョ
ン」に掲げられた定住・交
流による地域活性化を図る
ため、定住促進センター機
能の整備や市町村、民間企
業、大学、ＮＰＯ等と連携
して、定住・交流による地
域活性化モデル形成促進事
業を実施します。

県では、平成１８年３
月に「あすのちばを拓
く１０のちから」を改
定し、県民と行政の協
働による分権型社会を
実現し、千葉県の持続
的な発展と県民一人ひ
とりの幸せを目指すこ
ととしています。
このため、中長期的展
望に立って取り組むべ
き課題の明確化を図
り、様々な主体の参画
のもとに、千葉県の持
つ可能性を活かし、部
局横断的に調整しなが
らアクションプランの
策定及び推進並びに戦
略プロジェクトの総合
的推進を行い、目指す
べき県の姿の実現に向
け、県政運営を推進し
ます。
また、観光立県ちばを
実現するため、「みん
なでつくる新しい地域
社会」及び「観光立県
ちば推進ビジョン」に
掲げられている、交流
の促進による地域活性
化や地域の魅力に引き
つけられた人々の定住
化を促進します。

「あすのちばを
拓く１０のちか
ら」、アクショ
ンプラン及び戦
略プロジェクト
の推進

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

知事室 知事、副知事の秘書業
務と知事の政策調整を
推進する組織として、
庁内関係各課との連絡
調整を行うとともに、
日程や資料の調整、来
客対応、渉外業務等を
行います。

知事、副知事の
円滑な公務遂行
のサポート

最終成果指標
／上位成果指標

知事・副知事の日程調
整、資料調整などを適切
に行いました。
政策協議において、知事
と担当部局との間で調整
機能を果たしました。
来客対応、渉外業務につ
いて、適切な対応をしま
した。

政策推進室 「あすのちばを拓く１０
のちから」、アクション
プラン及び戦略プロジェ
クトの推進は、以下のと
おり概ね順調に進んでい
ます。
Ⅰ　県政重点施策の策定
及び推進は、概ね適切に
実施しました。
　その理由としては、①
各プロジェクト主務課と
連携しながら進行管理等
を行い戦略プロジェクト
を推進したこと、②19年
度の施策・事業展開を取
りまとめた「ちば2007ア
クションプラン」を策定
し、「あすのちばを拓く
10のちから（改定版）」
を踏まえた19年度の具体
的な施策・事業展開を示
すことができたこと、③
2007アクションプランの
策定にあわせ、新たに２
つ加えた８つの戦略プロ
ジェクトを策定したこ
と、が挙げられます。
Ⅱ　「定住・交流による
地域づくりの促進」の推
進は、概ね順調に進んで
います。
　その理由としては、①
千葉県への定住化促進に
関する検討会、定住・交
流に係る県、市町村担当
者会議を開催し、県内の
定住・交流に係る情報等
を収集し「地域づくり・
交流・体験ポータルサイ
ト」を県ホームページ内
に設置し広く情報収集・
発信ができたこと、②
「千葉県地域資源を活か
したまちづくり関連施策
等を実施し地域主体のま
ちづくり活動等について
県内８箇所で調査・研究
を行ったこと、③定住・
交流を促進するうえで基
盤となる地域２次交通の
問題について地元自治体
等と協力し実証実験等を
行い課題解決に向けた調
査・研究をおこなったこ
と、が挙げられます。

資料１－２
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

国際交流・協力団
体数

Ａ

Ⅰ（地域からの国際交流・
国際協力の推進）
　県内の人材、技術、文
化、知識等の多様な資源を
活用し、県民が主役となっ
て行う国際交流や国際協力
を推進します。

千葉の国際協力事
業によるモデル活
動数

Ａ

Ⅰ 千葉の国際協
力事業によるモデ
ル活動数
 千葉ウィスコン
シン協会個人会員
数

Ｃ

多文化共生モデル
事業※採択数

Ｃ

外国語メールマガ
ジン発行数

Ａ

インターナショナ
ルスクールの設置

Ａ

幕張アジアアカデ
ミー・アジア総合
学科の開催校数

Ａ

Ⅳ（その他の業務：国際化
推進のための連絡調整等）
県の国際政策の企画及び各
部局の総合調整を行いま
す。NPO、市町村、関係団
体との連携協力関係の強
化、旅券の円滑発給を進
め、本県の国際化を推進す
る基盤を確立します。　ま
た、防衛施設周辺地域に係
る連絡調整、有事法制に係
る総合調整、非核平和事業
などを行います。

旅券の円滑な発給 Ａ

現状維持

現状維持 現状維持国際化施策の推進を概ね
順調に推進することがで
きました。
国際交流の推進について
は、デュッセルドルフ市
との使節団の派遣・受入
を通じて、様々な分野に
おける相互交流が具体化
しました。国際協力で
は、ベトナムやカンボジ
アを対象とした事業を実
施することができまし
た。
外国籍県民にも暮らしや
すい環境整備について
は、外国人留学生との意
見・情報交換会により、
様々な課題や意見等を聞
くことができました。ま
た、市町村や地域国際化
協会の担当者を対象に多
文化共生に係る講演会や
外国籍児童生徒を受け入
れる学校の教員や生活支
援団体等を対象に研修会
を開催し、関係者と連携
を図って環境を整備しま
した。
世界で活躍する人材の育
成については、幕張イン
ターナショナルスクール
の整備促進について、産
学官の連携により事業を
推進し、整備体制を整え
ました。
旅券業務については、パ
スポート発給を円滑に実
施しました。

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
どの国境を越えた交流
が大幅に拡大し、経
済、教育、福祉、環
境、文化、環境など県
民生活の広範な分野で
国際化が進んでいま
す。この動きを前向き
に捉え、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、活力ある地域づく
りにつなげていくこと
が必要です。そのた
め、「海外諸国との交
流・協力の推進」、
「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」、
「高い国際競争力を誇
る産業の育成及び基盤
整備」の４分野で、国
際化施策を関係各課と
連携の下に推進し、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。

国際化施策の推
進

Ⅱ（外国籍県民にも暮らし
やすい環境整備）
多言語での情報提供、相談
対応により、言葉、教育、
医療、情報等の面で外国籍
県民にも暮らしやすい地域
づくりを推進します。

Ⅲ（世界で活躍する人材育
成）
学校における外国語教育や
国際理解教育の機会の提
供、インターナショナルス
クールの設置等により、世
界で活躍する人材の育成を
推進します。

現状維持

現状維持

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

県政に対する関心
度（関心がある割
合）

Ｂ

パブリシティ活動
による各種マスメ
ディアへの掲載件
数

Ａ

広報紙「ちば県民
だより」を「よく
読む」人の割合

Ａ

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

Ａ

県提供のテレビ番
組を「よく見
る」・「ときどき
みる」人の割合

Ｃ

千葉県ホームペー
ジへのアクセス件
数

Ｂ

「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

拡大 拡大

（広聴活動の推進）
・県民の意見・提案を県政
に反映させる制度の積極的
な運用
県民誰もが県政に対して、
意見・提案のできる機会を
確保し、県民の意見が県政
にされるよう、「ちば県民
コメント制度（パブリック
コメント）」の積極的な活
用や「県政に関する世論調
査」の拡充など広聴制度の
充実を図ります。
また、県民からの意見・提
案やこれらに対する県の取
組みや考え方を県ホーム
ページ「県民参加のペー
ジ」に積極的に掲載してい
きます

広報・広聴活動の推進に
ついては、概ね順調に進
んでいますが、一部に課
題があります。
　具体的には、
① 千葉県ホームページ
へのアクセス件数の増
加、
② ちばデスティネー
ションキャンペーンを中
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
数の急増、
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
確化、
　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、県民等の意
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千葉
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。
　一方で多少の課題も
残っています。
　まず、「県の広報番
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、今後、媒体
の特性を活かした情報発
信に工夫の余地があると
思われます。
また、世論調査の中で、
意見を述べやすくするた
めに必要なこととして徹
底した情報公開及びシス
テム整備が上位に掲げら
れていることから、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
が必要であると思われま
す。

Ⅰ（広報活動の推進）
・戦略的な広報の推進
県の重要施策について、施
策担当課と報道監が密接に
連携し、明確な戦略をもっ
た広報と関連する事業間で
の連携を図った効果的な広
報を展開します。
・県民への効果的な広報の
推進
県民ニーズの高い情報など
を県民に適切に伝えていく
ため、県民だより・新聞や
ＴＶ・ラジオなどの県広報
番組、県ホームページなど
により、わかりやすく・タ
イムリーに情報を発信しま
す。
・全国に向けた情報発信
重要課題への県の先進的な
取組みや魅力などを全国に
向けて発信し、県内外に千
葉県をアピールしていきま
す。

拡大(18年度）
報道監
(19年度）
報道広報監

施策・事業の目的の効
果的な達成につなが
り、県民の理解と信頼
を得る広報をめざし
て、重要広報テーマの
全庁をあげた総合的・
効果的な広報の実施
や、県の施策や事業ご
との広報の統一的・総
合的な展開という戦略
的な広報を　　進める
とともに、県民ニーズ
の高い情報や重要課題
への県の先進的な取り
組みや魅力などを県内
外に向け、わかり　や
すく、効果的に広報し
ていきます。
さらに、「徹底した情
報公開」のもとで、県
政に対して、意見・提
案が活発に行われ、県
民の県政への参加が促
進されるよう効果的な
「広報・広聴」を展開
します。

効果的な広報・
広聴の推進

拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

千葉県に住み続けた
いと考えている県民
の割合
（出典：『県政に関
する世論調査』）

Ａ

［政策評価制度］
施策・事業の改善に
政策評価が役立った
と思っている職員の
割合

Ｃ

生活環境について
「大変満足してい
る」又は「まあ満足
している」と評価し
た県民の割合
（出典：『県政に関
する世論調査』）

Ｂ

［大規模公共事業等
事前評価制度］
評価対象案件につい
て評価を確実に実施
した割合

Ａ

自然・周辺環境につ
いて「大変満足して
いる」又は「まあ満
足している」と評価
した県民の割合
（出典：『県政に関
する世論調査』）

Ａ

［試験研究評価制
度］
研究課題評価に対し
て対応方針を作成し
た割合

Ａ

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

県民の意見を十分に
踏まえた独自性のあ
る千葉県国土利用計
画の策定

Ｂ

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

Ａ

「国の施策・予算に
対する提案・要望」
に対して国が措置し
た割合

Ｂ

つくばエクスプレス
沿線地域における国
際学術研究都市づく
りに関する施策の展
開

Ａ

各種施策の調査、大
学と地域の連携、Ｐ
ＦＩ事業の推進等に
係る総合調整を的確
に実施すること

Ａ

認定特区・地域再生
計画に位置付けられ
た（導入した）規制
の特例措置、及び支
援措置の総数（累
計）

Ｃ

市町村を申請主体と
する特区計画・地域
再生計画の新規認定
数

Ｃ

全国知事会等、地方
の連携による国等へ
の提言・要望

Ａ

分権フォーラムの開
催

Ａ

地域振興に関する県
ホームページへのア
クセス件数

現状維持 拡大現在、県をとりまく情
勢は、少子・高齢化な
どの人口構成の変化、
人々の価値観やライフ
スタイルの多様化、
国・地方を通じた財政
の危機的状況、三位一
体改革をはじめとした
地方分権の進展など、
大きく激しく変化して
おり、県には、多様化
する県民ニーズや社会
経済情勢の変化を的確
に把握し、柔軟かつ適
切に対応していくこと
が求められています。
このため、２１世紀型
の地方自らの手でつく
る真の地方自治の確立
及び県民一人一人や地
域の個性を尊重し、発
揮できる県づくりを目
指して、部局横断的な
重点的施策等に係る企
画や総合的な調整を行
うほか、政策評価など
の各種評価制度を実施
することにより、戦略
的な県政運営をリード
してまいります。

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
点的施策の企画
及び総合的な調
整

企画調整課

拡大

Ⅴ（特区・地域再生制度を
活用した県の重点施策の企
画調整及び市町村等におけ
る制度の活用促進）
　特区・地域再生制度を活
用し、県の重点施策の展開
を加速化し、地域の活性化
を図るとともに、県内市町
村等に対し、特区等の普及
啓発を進め、市町村等にお
ける制度の活用促進を図り
ます。

Ⅵ（地方行財政の自立を実
現するための施策の総合調
整、国等への提言・要望及
び普及・啓発）
　地方分権を推進し、地方
行財政の自立を実現するた
め、庁内の総合調整を行う
とともに、他の地方自治体
と連携し、国の動向等に適
切に対応した提言等を行っ
ていきます。また、地方分
権に関する情報発信や普
及・啓発を行います。

拡大

現状維持

現状維持

Ａ

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
企画及び総合的な調整及
び政策評価は概ね適切に
行われ、目標の達成につ
いて、次のとおり一定の
成果をあげることができ
ましたが、一部に課題が
残っています。

千葉県自治体連絡協議会
のとして２回にわたり
「真の地方分権の実現に
向けた緊急アピール」を
行ったり、また様々な広
域的課題について、全国
知事会等を通じて国等関
係機関に積極的に働きか
けを行うなど、２１世紀
型の地方自らの手でつく
る真の地方自治の確立に
向けた施策を展開しまし
た。その結果、地方分権
改革推進法が成立し、三
位一体の改革について一
定の前進が得られるなど
一定の成果があがりまし
たが、更なる働きかけが
必要です。

県民一人一人や地域の個
性を尊重し、発揮できる
県づくりについては、大
学と地域の連携が推進さ
れたこと、一部地域おい
て特区・地域再生制度が
活用されたこと、県ホー
ムページへの特集の掲載
により各オープンエリア
のイメージ向上が図られ
てきていることなど一定
の成果が得られました
が、今後も引き続き目標
の達成に努める必要があ
ります。

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

Ⅱ（千葉県国土利用計画及
び千葉県土地利用基本計画
の策定・変更、管理）
持続可能な県土づくりを目
指した土地利用のあり方に
関する調査研究を行うとと
もに、地域の課題に対応で
きる国土計画制度に向けた
提言・要望を行い、千葉県
国土利用計画、土地利用基
本計画の策定・変更、管理
による県土の総合的かつ計
画的な土地利用を図りま
す。

Ⅲ（各種会議での提言、国
の施策・予算に対する提
案・要望等）
　国から地方への権限や財
源の移譲、県域を越える広
域的な連携により、県政の
戦略的・重点的施策を推進
するため、全国知事会、八
都県市首脳会議での提言や
国の施策・予算に対する提
案・要望等に関する企画及
び総合的な調整を行いま
す。

Ⅳ（県民ニーズや社会情勢
の変化に的確に対応した戦
略的・重点的施策等を推進
するための総合的な調整）
　県民ニーズや社会情勢の
変化に的確に対応した戦略
的・重点的施策等を推進す
るため、大学と地域の連
係、ＰＦＩ事業の推進等、
関係者に対して総合的な調
整を行います。

Ⅶ（地域振興に関する基本
的な政策の策定・推進及び
県と市町村との連携確保に
向けた調整）
地域振興に関する諸計画等
の策定・進行管理を行うと
ともに、市町村に対する総
合的な支援に全庁横断的に
取り組むための調整を行い
ます。

Ⅷ（総合企画部の内部管理
業務及び全庁的な会議運
営）
　総合企画部の各施策を着
実に推進するための支援を
人事・予算面から行うとと
もに、庁議等を開催し、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。

現状維持

現状維持

総合企画部及び企画
調整課内の予算編
成、組織・人事管理
などの支援業務を的
確に実施すること

Ａ

現状維持

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

千葉県三番瀬再生
計画の策定及び推
進

Ａ
三番瀬再生会議の
開催

Ａ

生物多様性の回復
※

－
三番瀬評価委員会
の開催

Ａ

海と陸との連続性
の回復※

－

県庁ホームページ
（三番瀬コー
ナー）のアクセス
件数

Ａ

環境の持続性及び
回復力の確保※

－
三番瀬サテライト
オフィスの訪問者
数

Ａ

漁場の生産力の回
復※

－

人と自然とのふれ
あいの確保※

－

現状維持 現状維持三番瀬は、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、県民の意見を聞
き、中止し、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、このような経
緯を踏まえ、自然環境
の保全と地域住民が親
しめる海の再生を目指
し、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
生会議の意見を聴きな
がら、施策を総合的に
進めていきます。
また、これら施策の展
開にあたっては、県
民、地元住民、漁業関
係者、ＮＰＯ、国、地
元市等の多様な主体と
連携･協働しながら、一
体的に取り組むことに
より、効果的な推進を
図っていきます。

三番瀬の再生

Ⅱ（三番瀬に係る情報発
信）
　県庁ホームページや三番
瀬サテライトオフィスの有
効活用、三番瀬ライブカメ
ラを通した情報発信、ＮＰ
Ｏとの協働による三番瀬
フェスタ等の開催により、
県民の理解と関心を深め、
県民参加による円滑な三番
瀬の再生へ役立てます。

Ⅲ（三番瀬再生の実現化の
ための検討）
　三番瀬の再生に必要とな
る再生事業を検討し、国の
研究機関等の協力を得なが
ら、事業実施上の課題、規
模・手法、事業相互間の関
係や手順、自然環境への影
響など、実現化のための検
討を行います。

Ⅰ（三番瀬再生計画の総合
的な推進）
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
＊や評価委員会＊を開催
し、その意見を聴きなが
ら、再生事業を適切に推進
していきます。

三番瀬再生の実現
化のための検討

Ａ

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。

現状維持

拡大

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

国の委託調査１５
調査と県単独調査
５調査を確実に行
うこと

Ａ

千葉県ホームペー
ジの「統計情報の
広場」へのアクセ
ス件数

Ａ

統計課で提供して
いる統計データ数

Ａ

県庁各課で個別に
提供している統計
データを統計課
ホームページに集
約化した件数

Ａ

水道事業体等が利
根川水系から都市
用水（水道用水・
工業用水）を安定
的に取水できる水
量の割合
（暫定水利権の解
消）

Ａ

Ⅰ（水資源対策の推進）
　安定的な水源を早期に確
保できるよう、水資源開発
施設の事業主体である国や
関係都県及び利水者ととも
に、工程管理・コスト縮減
などに取り組みます。

利根川水系水資源
開発施設の整備進
捗率

Ａ 現状維持

上水道施設に係る
水質・断水事故発
生件数
（断水戸数100戸
以上）

Ａ

Ⅱ（水資源の有効利用）
　限りある水資源の有効利
用を図るため、雨水や汚水
処理水の再利用等による雑
用水利用の促進や、既存水
源の有効活用の調整等を行
います。

雑用水利用施設の
導入件数
（協議済件数累
計）

Ａ 現状維持

赤字経営の水道事
業体数

－

知事所管水道事業
体に対する経営及
び施設管理等に係
る現地指導・調査
実施件数（実施率
累計）

Ａ

職員一人あたりの
給水収益

－

水質基準に対応し
た表流水系浄水場
の活性炭注入施設
の整備
（整備率累計）

Ａ

Ⅳ（今後の県内水道のあり
方検討）
　水道料金や市町村財政負
担の格差縮小、危機管理体
制の充実、水道未普及地域
の解消、経営基盤の強化
等、様々な課題の解決に向
けた検討を進めます。

今後の県内水道の
あり方に関する
方針策定のための
検討

Ａ

拡大

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持安定した水源の確保と県
民への安全な水の供給に
向けて概ね順調に進んで
います。
　その理由として、①水
道事業体等が安定的に取
水できる水量の割合が８
９％に達し、安定水源の
確保に向けて進捗してい
ること、また、②上水道
施設に係る水質・断水事
故（断水戸数100戸以
上）の発生がなかったこ
と、③赤字団体数の減少
が見込まれ、水道事業体
の健全経営が推進された
ことから、県民への安全
な水の供給が図られてい
ることが挙げられます。

現状維持

現状維持

現状維持

Ⅲ（水道事業体の経営・施
設指導）
　水道事業体が県民に安全
な水を供給するため、水質
検査・危機管理等につい
て、知事所管水道事業体へ
の現地指導・調査を進めま
す。また、料金格差の是正
や経営基盤強化を図るた
め、補助金等の交付や指導
を行います。

各統計調査の適正な執行
及び統計データの充実と
利用しやすい統計の提供
に向け、概ね順調に進み
ました。
１　国の委託統計調査及
び県単独統計調査は、定
められた期日までに実施
されました。
２　千葉県ホームページ
の「統計情報の広場」へ
のアクセス数は目標に達
しました。

適正な調査票の回
収率

Ⅰ（各統計調査の適切な執
行）
引き続き各統計調査を県民
の十分な理解を得ながら、
調査を円滑かつ適切に行い
ます。

Ⅱ（統計データの充実と利
用しやすい統計の提供）
千葉県ホームページでの統
計情報をより利用しやすく
するため、県庁各課が提供
している統計情報の集約化
と一層の統計データの充実
を図って行きます。

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。

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

水政課 水は、県民が健康で文
化的な生活を営み、ま
た、産業・経済活動を
支えるうえで、欠くこ
との出来ない資源で
す。
　本県では、地理的・
地形的に水資源に恵ま
れていないため、各水
道事業体等が必要とす
る安定した水源を確保
するとともに、県民が
安心して飲める安全な
水の供給を目指しま
す。

安定した水源の
確保と県民への
安全な水の供給

統計課

Ｂ

6



検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

成田空港の国際旅
客数＊

Ｂ

成田空港の国際貨
物量＊

Ｂ

成田財特法に基づ
く空港周辺地域整
備計画進捗率

Ｂ
空港周辺の住宅防
音工事の進捗率

Ｂ

成田空港に関する
四者協議会の覚書
の内容を確認・協
議しその実現に努
めます。

Ｂ

成田空港と都心間
の鉄道所要時間
（成田新高速鉄道
の整備）

Ａ

Ⅰ（鉄道新線の整備促進）
成田新高速鉄道の整備を促
進し、成田空港への利便性
の向上を図ります。

成田新高速鉄道に
係る環境影響評価
手続き

Ａ

拡大

県が出資する鉄道
会社の営業係数 －

東葉高速鉄道の営
業係数

－

県が出資する鉄道
の１日平均乗車人
員

－
東葉高速鉄道の１
日平均乗車人員

－

地域における生活
バス路線数

－
北総鉄道の営業係
数

－

主要駅のｴﾚﾍﾞｰ
ﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ設置
割合

Ａ
北総鉄道の１日平
均乗車人員

－

乗合バス車両にお
ける低床化車両の
割合

－
いすみ鉄道の営業
係数

－

芝山鉄道の１日平
均乗車人員

－

つくばエクスプレ
スの１日平均乗車
人員

Ａ

Ⅲ（バス路線の維持確保及
び利便性の向上）
バス路線の維持確保を図
り、利便性を向上させるこ
とにより、住民の生活を支
えます。

バス運行対策費補
助の対象系統数

Ｂ

現状維持

Ⅳ（公共交通機関のバリア
フリー化の推進）
　誰もが利用しやすい公共
交通機関を目指して、駅の
エレベーター・エスカレー
ター設置、低床ノンステッ
プバスの導入に対する補助
を行います。また、市町村
が基本構想を作成すること
を支援するため、必要な助
言や情報提供などを行いま
す。

交通バリアフリー
法に基づく基本構
想を作成した市町
村数

Ａ

拡大

拡大 拡大成田空港の機能拡充につ
いては、平成18年9月5日
の成田空港に関する四者
協議会で騒音区域の変
更、発着回数の増加等に
ついて合意し、空港会社
は平成18年9月15日に工
事を着工しました。
地域振興策・環境対策・
共生策については、民営
化に関する覚書75項目を
中心に四者協議会ワーキ
ンググループにおいて、
実施に向けた協議を行っ
てきた結果概ね順調に進
んでいます。
　羽田空港再拡張への対
応について概ね順調に進
んでいます。平成17年9
月の国との羽田再拡張後
の飛行ルート等に関する
「確認書」に基づき、関
係25市町村とともに、航
空機騒音の影響について
国との協議を行ってきた
結果、国土交通省により
飛行コース公開システム
の運用が平成18年8月か
ら開始されました。ま
た、工事に当たり山砂運
搬の問題についても対応
を図る必要があることか
ら、この問題について
も、国に対して申入れを
行い、現在、関係者間で
より具体的な検討を実施
しています。

公共交通機関による県民
の利便性の確保・向上に
向けて概ね順調に進んで
います。この理由とし
て、①成田新高速鉄道に
ついて、用地を約6割買
収し、新線区間全線の下
部工事を発注したこと、
②県が出資する第3セク
ター鉄道について、比較
上、17年度途中に開業し
たつくばエクスプレスを
除くと、営業係数は全体
として横ばい状態にある
ものの、平均乗車人員は
増加していること、③バ
ス路線の維持確保につい
ては、生活バス路線数が
微減であるものの、市町
村が運行するコミュニ
ティバス等により県民生
活に必要な生活バス路線
の維持確保は図られてい
ること、④バリアフリー
化については、16年度に
比し、主要駅のエレベー
ター・エスカレーター設
置割合が4.6ポイント、
バスの低床化が8.7ポイ
ント向上し、公共交通機
関のバリアフリー化が進
んでいることなどが挙げ
られます。

羽田再拡張後の飛
行ルート等に関す
る協議

Ⅰ（成田空港の機能拡充と
地域振興）
　北延伸による平行滑走路
の2,500メートル化につい
ては、適切に事業が進めら
れるよう協力をします。
　また、空港周辺の振興策
として、「成田空港周辺地
域振興計画」及び「成田国
際空港周辺地域整備計画」
に掲げられた事業の推進に
努めます。

Ⅱ（空港周辺の騒音対策・
共生策）
　北延伸に伴う騒音影響の
拡大に対しては、騒音対策
など環境対策の抜本的な見
直しも含め、国・関係市町
村・空港会社と協議し、的
確な対策が講ぜられるよう
努めます。
また、引き続き従前の騒音
対策事業の実施に努め、空
港周辺における航空機騒音
による障害の防止を行いま
す。
地域振興連絡協議会、成田
空港に関する四者協議会等
により空港に関する諸問題
の解決に努め、周辺地域と
成田空港との共生に努めま
す。

Ⅲ（羽田再拡張事業への対
応）
　羽田再拡張事業に関する
県・市町村連絡協議会を開
催し、再拡張後の飛行ルー
ト・騒音対策等に関して国
土交通省と協議します。

Ａ

空港地域振
興課

首都圏の国際拠点空港
である成田空港の機能
拡充と優位性を生かし
た地域振興及び周辺地
域と成田空港が共生し
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、羽田再拡張事
業については、関係25
市町村とともに、再拡
張後の飛行ルート等に
関して国土交通省と協
議を行い、羽田空港の
離着陸機による騒音な
ど本県へのマイナス影
響の軽減に努めます。

成田空港の機能
拡充と地域振
興・共生策の推
進及び羽田空港
再拡張への対応

Ａ
羽田再拡張事業に
関する県・市町村
連絡協議会の開催

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

公共交通機関に
よる県民の利便
性の確保・向上

Ⅱ（既存鉄道の維持及び利
便性の向上）
東葉高速鉄道、北総鉄道、
いすみ鉄道、芝山鉄道、京
葉臨海鉄道について、関係
機関と協力しながら、経営
支援策を検討・実施するな
どにより、経営健全化と自
立経営を促進します。ま
た、つくばエクスプレスに
ついて、環境対策等の残工
事を促進するとともに、利
用促進を図ります。

現状維持

拡大

現状維持

2,500メートル平
行滑走路の完成の
推進

Ａ

現状維持

現状維持

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

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

－
苦情処理機関の設
置

Ａ

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

－
県の審議会等の女
性委員の割合

Ａ

男女共同参画計画
を策定した市町村
の割合

Ｂ

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

ＤＶに対する認識 －

民間ＤＶ被害者支
援活動団体数

Ａ

県が関与するＤＶ
被害者支援に係る
研修の受講者数

Ａ

男女共同参画社会の実現
に向けては、概ね順調に
進んでいますが、一部に
課題があります。
・男女共同参画社会の実
現に向けた計画の策定及
び推進体制の確立につい
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、新しい
計画に沿って男女共同参
画社会の実現に向けた取
組が始まりました。指標
の一つである県の審議会
等における女性委員の割
合は、18年度で27.3％に
留まり第１次の計画の目
標である30％を達成する
ことができませんでし
た。
市町村の取組について
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
により策定済み市町村に
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
層の取組が必要となって
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。

Ⅰ（男女共同参画社会の実
現に向けた計画の策定及び
推進体制の確立）
「千葉県男女共同参画計
画」に基づき、男女共同参
画施策を総合的、効果的に
展開します。

Ⅱ（市町村・民間団体等の
活動支援及び連携）
市町村、民間団体等への情
報提供等による支援や男女
共同参画センターを設置す
ることにより、連携強化を
図り、地域の推進体制整備
を促進します。

Ⅲ（ＤＶ被害者支援）
「千葉県ＤＶ防止・被害者
支援基本計画」に基づき、
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。

男女共同参
画課

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

男女共同参画社
会の実現

拡大 拡大現状維持

拡大

拡大
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部局名：総務部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

行財政システム改
革行動計画（平成
17年度～20年度）
の達成割合＊

－
アウトソーシング
の推進＊

Ａ

指定管理者制度の
導入＊

Ａ

効率的な組織機構
づくり

Ａ

公社等外郭団体の
見直し

Ａ

定員管理の適正化 Ａ

分権時代に対応し
た職員の能力向上

Ａ

仕事と生活時間の
バランスがとれた
働き方ができる環
境の整備

Ｂ

給与及び特殊勤務
手当等の見直し

Ａ

Ⅲ（内部管理業務、総務部
関係政策の立案・調整な
ど）
総務部内の各施策が着実に
進むように必要な調整等を
行います。

総務部内の予算編
成及び各施策が着
実に進むように必
要な調整等を的確
に行うこと

Ａ

現状維持

二次評価
結果

拡大 拡大

次年度以降の対応

拡大

拡大

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

Ⅱ（効率的な組織編成と分
権時代に対応した職員の育
成）
県の役割見直しと事業の選
択と集中、民間能力の積極
的な活用を進め、定員適正
化と効率的な組織編成に取
り組みます。
さらに柔軟な人員配置や能
力・実績を重視する客観的
で公正な人事評価制度や職
員の潜在能力を引き出す研
修の検討を進め、分権時代
に対応した人材の育成・確
保に努めます。
あわせて、社会情勢等の変
化を踏まえ、給与の適正化
を図ります。

目標達成状況総括

県庁経営改革の推進に向
けて順調に進んでいま
す。
　この理由として、①18
年度から59施設に新たに
指定管理者制度を導入し
たこと、②18年10
月に新たな「公社等外郭
団体の見直し方針」を決
定したこと、③公社等外
郭団体の削減を進めたこ
と、④業務の実施方法に
関する調査を実施したこ
となどが挙げられます。

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

総務課 Ⅰ（民間能力の活用による
新しい行政システムの構
築）
民間委託の推進や市場化テ
ストの検討などを積極的に
進め、民間になじむ事業に
ついては積極的に移行しま
す。また、民間の活動等を
妨げる規制の改革を進める
など、民間能力の活用を積
極的に推進します。

国、県、市町村の役割
が大きく変わりつつあ
る中で、県は、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
広域自治体として必要
な役割を十分に展開で
きるよう、真に果たす
べき分野に予算や人員
を重点的に振向けるこ
とができる県庁経営シ
ステムを築いていかな
ければなりません。
そのために、17年10月
に策定した「千葉県行
財政システム改革行動
計画（平成17年度～20
年度）」の着実な推進
を通じて、常に職員の
意識改革を促し、時代
を先取りし、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
を図ります。

県庁経営システ
ム改革の推進
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

財政の健全化 － 財源不足の解決 －

臨時財政対策債な
どの特例的な地方
債を除いた県債残
高の抑制（積立金
を元金償還とみな
す場合）

－

プライマリーバラ
ンスの黒字確保

－

千葉県行財政シス
テム改革行動計画
について必要な時
点修正（ローリン
グ）

Ａ

Ⅱ（財政調整機能の強化）
財政システムの変革に伴
い、全庁的な調整機能、財
政制度の変革や資金調達の
多様化への対応などの機能
強化に向け、組織、機能等
の再構築を推進します。

より専門性を備え
た組織、職員配置
への転換

Ａ

拡大

県有財産の効率的
な管理

Ａ
未利用県有地の売
却

Ａ

物品の購入・契約 Ａ
本庁舎の維持・管
理
（棟数・面積）

Ａ

Ⅱ（物品等の契約　）
物品等の調達手続きの透明
性、競争性の向上を図ると
ともに、調達価格の低廉化
及び事務の効率化を図りま
す。

物品等電子入札の
導入

Ａ

拡大

Ⅲ（県警本部新庁舎の整
備）
老朽化及び狭隘化している
現県警本部庁舎について、
県庁南庁舎用地に建設しま
す。

県警本部新庁舎の
整備

Ａ

現状維持

県税収入の確保 －

Ⅰ（適正かつ公平な課税事
務の執行）
　各県税事務所における課
税客体の調査、課税標準の
決定等の適正な事務の推進
により、適正かつ公平な課
税事務を執行します。

各県税事務所にお
ける課税事務の適
正な執行

Ａ

拡大

県税の収入歩合 － 自動車税の滞納額 －

県税の滞納額 －
自動車税の納期内
納付率

Ａ

税務電算システム
維持管理の適正

Ａ

電子申告システム
による申告件数

Ｂ

「みどりの保全な
ど地域環境のため
の税制」導入の検
討

Ｃ

拡大 拡大

拡大 拡大

拡大 拡大拡大

現状維持

拡大Ⅱ（滞納額の縮減）
　滞納額が特に多い個人県
民税と自動車税を中心に、
納税者の自主納税の促進と
積極的な滞納整理により、
滞納額の縮減を図り、ま
た、コンビニエンスストア
での納付システムを適正に
運用し、自動車税の納付手
段と機会拡大を図ります。

Ⅲ（円滑な税務行政の運営
と課税自主権活用について
の検討）
税務電算システムの適正な
維持管理等により税務事務
の効率化に努めるととも
に、申告手続の利便性向上
を目的に導入した電子申告
システムについては、利便
性をさらに高めるため、利
用者にとってより効果的な
システムの提供を目指し、
税務行政の円滑な運営を図
ります。
千葉県税財政研究会の提言
に基づき、「みどりの保全
など地域環境のための税
制」について導入を検討し
ます。

税務課 県政運営の財政的基盤
である県税収入確保の
ため、適正かつ公平な
賦課徴収に努めるとと
もに、県税務行政の円
滑な運営を図っていき
ます。

県税収入の確保

18年度当初予算では、
180億円の財源不足と
なっていましたが、県税
収入を中心とする歳入の
確保と経費節減努力、さ
らには特例的な地方債を
活用したことなどによ
り、財源不足を解消しま
した

税収の確保については、
目標を達成したと考えま
す。その理由として、
　　・18年度県税収入の
決算見込額は6,664億円
であり、18年度 終予算
額が確保されたこと
　　・19年度に繰り越さ
れる18年度の滞納額は、
前年度を○○億円○○す
る○○億円となったこと
　が挙げられます。

管財課 庁舎の整備及び適正な
維持管理に努めるとと
もに、現下の厳しい財
政状況の中で、契約方
法の改善など新しい行
政システムの構築や未
利用県有地の売却など
更なる歳入確保に向け
た取組を行うなど、県
有財産の効率的な管理
施策を一層推進しま
す。

県有財産等の維
持管理

Ⅰ（財政の健全化）
「千葉県行財政システム改
革行動計画」の着実な推進
を図り財政の健全化と活力
ある千葉県づくりの両立を
図っていきます。
また、「千葉県行財政シス
テム改革行動計画」につい
て必要な時点修正（ローリ
ング）を行い、財政構造の
改革と財政システムの変革
に取組みます。

財政課 平成１７年１０月に策定
した「千葉県行財政シス
テム改革行動計画」の財
政見通しでは、平成１８
年度から２０年度までの
３年間で、約２，７００
億円もの財源不足が見込
まれており、本県財政は
今後も危機的状況が続い
ていくと言わざるをえま
せん。
一方、分権型社会が進展
していく中で地域間競争
に勝ち抜いていくために
は、「活力ある千葉県」
を確たるものとする施策
を展開していくことも緊
急かつ重要な課題です。
このため、今後は、県民
や民間企業などとの連
携・協働を図りながら、
予算の質的転換を進め、
「財政の健全化」と「活
力ある千葉県づくり」の
両立を図っていきます。

財政の健全化

Ⅰ（県有財産の管理、処
分）
　適正な維持管理を行なう
とともに、財政の健全化に
資するため、未利用県有地
の積極的な売却処分の促進
等を図ります。

県有財産等の維持管理を
適切に実施しました。
　その理由としては、
①未利用県有地の売却で
は、境界確定等が早期に
終了し、売却業務が推進
されたこと、
②電子入札の実施に向け
ては、電子申請による物
品等入札参加業者の受付
を行い、新名簿へ移行す
るとともに、電子入札の
試行を実施したこと、
が挙げられます。

拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

普通会計決算にお
いて実質収支が赤
字の団体を出さな
いこと（赤字団体
数）

Ａ
自主財源の確保状
況として、市町村
税の徴収率

Ａ

集中改革プラン公
表済団体数
（千葉市を除く）

Ａ

パッケージ方式に
よる権限移譲市町
村数

Ｃ

Ⅱ（市町村の自主的・創造
的施策展開の促進）
市町村が自主的・創造的な
事業を展開するための各種
の支援を行うことにより、
市町村とのよりよい協力関
係の確立を図ります。

自治体新政策交流
会議の実施回数

Ａ

現状維持

新市町スタート
アップ支援件数

Ａ

拡大 拡大市町村に対する助言・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。これに対応する
ため、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
題点等を市町村からの照
会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
ように助言等を行なった
ため、普通会計決算の実
質収支赤字団体を出さな
いことが出きる見込みで
あること。
　　また、歳入の市町村
税の徴収率についても、
市町村の徴収担当職員に
対する研修の実施や県税
事務所と市町村の連携に
よる個人住民税の徴収対
策の推進等を行った影響
もあり、15年ぶりに上昇
に転じた16年度の徴収率
よりも、さらに0.9ポイ
ント上回る結果となった
こと。
② 　市町村の自主的・
創造的施策展開の促進に
向けて、元気な市町村づ
くり総合補助金特別分９
団体、一般分（合併市町
枠）6団体に補助金を交
付し、一般分（一般市町
村枠）については、補助
対象全ての団体に補助金
を交付（46団体）しまし
た。また、自治体政策交
流会議の開催、市町村か
らの相談に対する、現地
訪問などを実施しまし
た。さらに、合併市町村
の一体的なまちづくりへ
の支援に関しては、新し
いまちづくりに関する協
働研究会の開催や、市町
村から要請のあった分野
への県職員の派遣など、
新市町の体制づくりに向
けて全庁を挙げて支援し
ました。その他の事業・
事務（内部管理及び住民
基本台帳ネットワーク事
業等）を概ね適正に実施
したことなどが挙げられ
ます。
③ 　その他の事業・事
務（内部管理及び住民基
本台帳ネットワーク事業
等）を概ね適正に実施し
たことなどが挙げられま
す。

（合併市町村のまちづくり
の取組みに対する協働）
合併後の市町が、一体的な
まちづくりに取組み、自立
した基礎自治体としてその
主体性をいち早く発揮する
ことができるよう助言し、
新市町と協働でその体制づ
くりに取組みます。

Ⅰ（市町村の行財政基盤の
強化）
　市町村の行政運営の適正
合理化、財政構造の改善な
ど、市町村の行財政運営全
般について、助言と情報提
供を行うとともに、これに
関連する事業の実施や制度
の運営を行うことで、市町
村の行財政基盤の強化を図
ります。
　また、住民の利便性の向
上や市町村の自主性・自立
性の強化を図るため、現在
県が行っている事務のう
ち、住民生活に関する事務
は、可能な限り市町村が行
うことを目指し、市町村へ
の権限移譲の推進を図りま
す。

市町村課 地方分権型社会を支え
る市町村が、地域の特
性を活かし、主体的な
行財政運営が行えるよ
う、市町村の自主的・
創造的な取組みに対す
る財政的な支援、県と
市町村職員の交流、主
体的な地域づくりへの
意識の醸成や行政事務
の適正な執行に向けた
支援などを実施し、住
民サービスの向上を図
ります。

市町村に対する
助言・支援

拡大

現状維持

11



検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

市町村合併数
（新合併特例法適
用）

Ａ

法定合併協議会の
設置済数
（新合併特例法適
用）

Ｃ

現状維持 現状維持 現状維持平成１８年度は、３回の
市町村合併推進審議会の
開催や、２回の地域との
意見交換会、意見募集、
市町村のヒアリング、市
町村への訪問等そしてパ
ブリックコメントを経
て、市町村合併推進審議
会の答申をいただき、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、１
０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、平
成２２年３月が期限とさ
れている新合併特例法下
における国・県の支援策
を有効に活用することを
考慮し、活発な議論が行
なわれることを求めまし
た。
また、東葛飾・葛南の１
１市については、各市と
も基礎自治体として一定
程度の自立性・総合性を
備えていると考えられる
ことや、地域で主体的な
取組みが行なわれている
ことを踏まえ、「構想対
象市町村」としては位置
づけませんでしたが、合
併により政令指定都市移
行を目指すべき「更なる
ステップアップが望まれ
る地域」として整理して
います。
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
うに取組みを進めまし
た。

Ⅰ（自主的な市町村合併の
推進）
新合併特例法に基づく市町
村合併推進構想を策定し、
これに基づき市町村合併に
対する取組への支援と、県
民への情報提供の強化を図
ることにより、自主的な市
町村合併を推進します。

分権型社会における市
町村は、住民に も身
近な基礎自治体とし
て、これまで以上に行
財政や政策立案の面で
足腰を強くし、自ら質
的転換を図り、自治能
力を向上させ、併せて
徹底した効率化により
行財政基盤を強化する
など自立した総合自治
体へ進化を図ることが
必要です。
市町村合併はこの「基
礎自治体の進化」のた
めのひとつの有効な手
段と考えていることか
ら、市町村合併に対す
る取組への支援と県民
等への情報提供により
自主的な市町村合併の
取組を推進していきま
す。

自主的な市町村
合併の推進
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

政策法務に全庁的
に取り組むこと。

Ｂ

Ⅰ（条例等の整備方針によ
る条例等の整備－法務環境
の整備）
　地方自治法で定められた
必須条例化事項、千葉県と
して条例化すべき事項とし
て定めた任意条例化事項、
規則化事項の整備を進める
ことにより、行政の透明性
を高め、県民の権利を保護
します。

条例等の整備方針
による条例化事項
又は規則化事項の
整備率

Ａ

拡大

Ⅱ（企画法務を担当できる
職員の確保―基礎法務の向
上）
　地方分権改革後の自治体
は、政策を立法化しなけれ
ばなりません。そのために
は、条例等の設計（企画法
務）を担当できる職員が本
庁各課に1人以上必要とな
ります。研修修了者には、
政策法務を必要とする課題
について､担当者へのアド
バイス等のコミットが期待
されます。

各課に企画法務を
担当できるレベル
の法務担当者を１
人以上配置するた
めの研修等による
職員養成数

Ａ

拡大

政策法務委員会の
開催回数

Ａ

重要な政策法務案
件に関するプロ
ジェクトチーム設
置率

Ｂ

Ⅳ（法務に関する外部資源
の活用）
　政策法務アドバイザーの
活用により、政策法務に関
する外部資源から必要な情
報やアドバイスを得ます。

政策法務アドバイ
ザーの活用回数

Ｂ

拡大

県政情報の公表に
関する要綱に基づ
く公表件数

Ａ
情報公開・個人情
報保護等事務研修
会

Ａ

行政資料有償頒布
対象種類

Ａ 職場出前講座 Ａ

情報公開ページへ
のアクセス件数

Ａ
情報公開推進会議
の開催

Ｂ

郵送等による請求
受付率

Ａ

情報提供による写
しの交付件数

Ａ

請求日から30日以
内に開示決定等を
行った割合

Ｂ

堆積した異議申立
案件数

Ｂ

拡大 拡大

現状維持 現状維持現状維持

現状維持

拡大Ⅲ（法務的行政課題の総合
的な解決）
　各部等の次長級の職員を
構成員とする政策法務委員
会・関係課による企画法務
プロジェクトチーム・迅速
な訟務対応・確実な法規審
査・正確な公益法人管理に
より、法務案件の部局横断
的な検討と解決を図りま
す。

Ⅰ（情報公開・個人情報保
護制度の周知･徹底）
 情報公開･個人情報保護条
例の適正な運用を図るた
め、事務研修会を開催する
とともに各所属への出前講
座を積極的に実施します。
また、情報公開推進会議で
は、情報公開制度の運営の
改善について調査審議し、
併せて、情報公開に係る事
務の苦情の処理を進めま
す。

Ⅱ（利便性の向上と情報提
供の推進等）
　請求手続きの利便性の向
上のため、通信機器による
請求の受付を行います。
　また、請求者の意向を的
確に判断して公表情報の案
内をするとともに積極的に
情報提供を推進し、請求の
処理では担当課と協議して
早期開示等を進めます。
　さらに制度の円滑な運用
を阻害する堆積した異議申
立案件の処理を進めます。

「県民に開かれた県政
の実現」のため、情報
公開制度及び個人情報
保護制度の推進に取り
組むとともに、行政資
料頒布の推進及び県政
に関する情報提供の充
実に努めます。

情報公開の推進

「政策法務の推進」に向
けて条例等整備方針を通
じて全庁的取組を進めて
いますが、一部に課題が
あります。
　18年度中に条例の整備
に至った案件はないもの
の、19年3月現在の対象
件数94件のうち要領又は
マニュアルの再検討な
ど、3件の完了案件を含
む新たな7件の検討を開
始し、累積の検討開始件
数は22件、23.4％となっ
ています。
　また、千葉県炭化水素
対策指導要綱について
は、条例化を実施する方
針となり平成18年度中に
条例骨子案についてパブ
リックコメントを実施し
ました。しかし、全体と
しては、5年以内に条例
等の整備の必要性を判断
し必要な対応をとるとい
う当初の目標はかなり遅
延する見通しであり、着
手を急ぐ必要がありま
す。
　条例化が必要となった
案件については、条例案
の策定に１年から２年以
上を要することが通常で
あり、同時に大量に処理
することができないこと
が障害となっています。
　今後は、行政手続の進
展が予想されることか
ら、要綱等の見直しの徹
底にともない、条例化の
検討も促進されることが
期待されます。

情報公開の推進に向け
て、概ね順調に進んでい
ます。その理由として、
①県政情報の公表に関す
る要綱に基づく公表件数
が基準年（16年度）に比
較し262.4％と増加し、
文書館等が保有する県政
情報が充実したこと。②
行政資料有償頒布の対象
となる資料数が基準年
（16年度）に比較し
103.4％と増加している
こと。③千葉県ホーム
ページのうち情報公開に
係るものへのアクセス数
が基準年（16年度）の
111.7％と増加し、イン
ターネットによる県政情
報の入手が増加したこと
などが挙げられます。

政策法務課 地方分権改革の進展に
伴い、機関委任事務が
廃止され、地方自治体
は、国の通知・通達に
頼ることなく、地方の
現場の必要性から自立
的に、法を解釈し、条
例等の自治立法を進
め、訴訟に対応し及び
法制評価を実施するこ
とが求められていま
す。政策法務とは、こ
のような地方自治体の
政策に関する法務的な
対応のことを指し、政
策法務課は、政策法務
の全庁的な取組みが活
発に行われることを目
指します。
具体的には、庁内各課
とりわけ各部政策室と
ともに、行政課題を部
局横断的・総合的に解
決することを前提とし
た体制の整備（政策法
務委員会・プロジェク
トチーム・政策法務ア
ドバイザー）、基礎的
な法務能力の向上（政
策法務研修）、条例・
規則等の審査（自立的
解釈に基づく審査法
務）、訴訟の維持を実
施します。

政策法務の推進
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

私立学校助成事業 Ａ

保護者負担軽減関
連事業を実施して
いる学校数

Ｂ

子育て支援実施園
数（預かり保育）

Ａ

Ⅱ（学校法人等の自律的な
運営）
　学校法人等の会計等が適
切に処理され，自律的で適
正な学校運営が行われるよ
う検査指導を実施します。
　また，法令に基づき各種
届け出を受理するとともに
私立学校審議会への諮問等
を行います。

学校法人等に対す
る検査指導件数

Ａ

現状維持

Ⅲ（宗教法人の認証等）
　宗教法人法に基づき宗教
法人に係る適正な認証等を
行います。
　規則認証に当たっては，
宗教団体としての適切な運
営について指導します。

宗教法人法に基づ
く宗教法人に係る
適正な認証等

Ａ

現状維持

被災者数
※死傷者及び住家
に被害を受けた人
数

Ａ
(仮称)防災情報
ターミナルちばの
整備

Ａ

災災害による住家
被害数
※全半壊、一部損
壊、床上床下浸水

Ｂ
実践的な防災訓練
及び市町村災害対
策支援事業の実施

Ａ

自主防災組織の組
織率

Ｃ
石油コンビナート
等防災計画の修正

Ａ

市町村が行う消防
施設・設備等の整
備に対する助成

Ａ

市町村国民保護計
画策定

Ａ

指定地方公共機関
国民保護業務計画
策定

Ｂ

消防地震防
災課

拡大 拡大

拡大 拡大防災体制・危機管理体
制の充実を図ることに
より、テロなど様々な
危機に対応するととも
に、自然災害、事故災
害の発生時には被害を

小限に抑え、県民の
生命や財産を守りま
す。

防災・危機管理
体制の充実強化

学事課 １　本県の私立学校に
通う生徒児童等の割合
は，高等学校で３割，
幼稚園では８割強であ
り，専修・各種学校等
を含めると約１７万人
が私立学校に在籍して
います。
このように公教育の一
翼を担っている私立学
校が，時代のニーズや
変化に対応した柔軟で
多様な特色ある教育を
行うことにより，子ど
も達一人一人の良さや
可能性が伸ばされてい
ます。
学事課では，私学教育
の重要性を考慮し，私
立学校及び学校法人に
係る認可，指導，補助
金の交付等を通じて，
私立学校の健全な運営
を確保し，私学教育の
振興を図ります。
２　憲法で保障された
信教の自由のもと，宗
教法人法に基づき宗教
法人に係る適正な認証
等を行います。

私学教育の振興
及び宗教法人の
認証

私学教育の振興 Ａ

拡大

拡大

Ⅰ（私立学校助成事業）
　私立学校の振興を図り，
私立学校の健全な経営と生
徒の修学上の負担軽減を図
るため，学校法人が設置す
る学校の運営に要する経常
的な経費に対し助成しま
す。
　また，教育改革の推進に
必要な特別経費（国際化・
生徒指導充実・社会人活
用・子育て支援）に対し助
成します。さらに，私立高
等学校の授業料減免・入学
金軽減の補助事業等も併せ
て実施します。

現状維持

縮小

防災・危機管理体制の充
実強化に向けて概ね順調
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津波ハザードマッ
プ作成ワークショップを
住民参加で行ったこと、
③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、④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、⑤千葉県地域防災計
画の見直しを行ったこ
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１００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石油コンビナー
ト等防災訓練及び防災査
察を実施したこと、⑨
県、消防、警察、自衛
隊、海上保安庁による千
葉県危機管理連絡会議を
設置し連携強化を図った
こと、⑩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。
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。

Ⅲ（危機管理・国民保護の
推進）
　武力攻撃やテロなど様々
な危機から県民の暮らしを
守る体制を進めます。

Ⅰ（防災施策の推進）
地震をはじめ、いつ発生す
るかわからない災害に備え
るため、県、市町村等防災
関係機関はもちろんのこ
と、県民、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。

Ⅱ（防災意識の普及・啓
発）
災害による被害を 小限に
食い止めるには「自らの身
は自ら守る」「自分たちの
まちは自分たちで守る」と
いう、「自助」と「共助」
が も重要であることか
ら、県民のみなさんの取り
組まれる防災活動への支援
や、地震・火災等への対策
の正しい知識の普及に取り
組みます。

私学教育の振興及び宗教
法人の認証を適切に実施
しました。
私学助成事業として、一
般経常費補助等の事業を
実施し、教育条件の維持
向上、修学上の経済的負
担の軽減及び学校経営の
健全化を図るとともに、
学校法人等の会計等が適
切に処理され自律的な学
校運営を図るため、学校
法人等に対し検査指導を
行いました。
　宗教法人の認証につい
ても、適切に実施しまし
た。
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

インターネット人
口普及率

Ａ

光ファイバーによ
るインターネット
サービスの利用可
能市町村数

Ａ

ブロードバンド＊
2契約数
世帯比（DSL、
CATV）＊

Ｂ
地域ＩＴ化推進協
議会主催講演会等
への参加人数

Ｂ

インターネットで
可能な申請・届出
の割合＊3＊

Ｂ
県の業務に係る電
子申請・届出受付
手続数

Ｂ

電子申請システム
の共同利用市町村
数

Ａ
参加市町村が共同
で利用する電子申
請システムの推進

Ａ

県のコンピュータ
システムの安定稼
働を図ること

Ａ
電子入札案件の拡
大

Ａ

総合文書管理シス
テムの推進

Ａ

Ⅲ（基幹業務システムの運
用）
給与・財務等の基幹業務シ
ステムの安定運用を図りま
す。

基幹業務システム
の完全停止件数

Ａ

現状維持

安全で効率的な行
政情報ネットワー
クの整備

Ａ

ホストコンピュー
タ・オンラインの
完全停止件数

Ａ

拡大情報政策課 「ＩＴ＊1を身近に感じ
られる社会の実現」を
目指し、本県における
各種のＩＴ利活用施策
の調整を図りながら部
局横断的に取り組むと
ともに、全庁的な視点
からシステムの 適化
を推進します。
１　システム及び情報
通信環境の整備、管理
を行い、２４時間・３
６５日いつでも、どこ
でも、誰でもが利用で
きる質の高い行政サー
ビスの提供をするとと
もに、産・学・官・民
が連携し、ＩＴの活用
による個性豊かで活力
に満ちた地域社会の実
現、住民福祉の向上に
取り組みます。
２　住民にとって も
身近な市町村と共同で
取り組むことにより、
千葉県全体の電子自治
体の構築を推進しま
す。
また、全庁的な視点か
ら庁内システムの 適
化を推進し、業務の効
率化、費用の縮減等を
目指します。

便利で活力ある
社会に向けたＩ
Ｔ利活用の推進

拡大

拡大

拡大

Ⅳ（ホストコンピュータ及
び庁内ネットワークの管
理）
ホストコンピュータの安定
稼働とともに、庁内・国及
び市町村とのネットワーク
の運用管理を図ります。
また、庁内ネットワーク
（業務系・情報系ネット
ワーク）の障害等が発生し
にくい安全な次期行政情報
ネットワーク等の整備に向
けて検討を行います。

Ⅱ（電子自治体の推進）
ＩＴを活用し県民や企業等
にとって利便性の高い行政
サービスを提供するととも
に、既存システムの効率化
とコスト縮減に向けた 適
化に取り組みます。
また、市町村と連携し電子
自治体の構築をさらに推進
します。

Ⅰ（ＩＴ政策の企画・立
案・推進）
ＩＴの利活用及び電子自治
体の推進に向けたＩＴ利活
用施策を効率的に推進する
ため、中期的なＩＴ利活用
を推進する計画の策定を行
うとともに、「千葉県地域
ＩＴ化推進協議会」等を通
じて産・学・官・民が連携
し、地域の情報化に取り組
みます。

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（２０８局）に整備
されており、ＡＤＳＬよ
り高速な光ファイバー利
用サービス利用地区が４
１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９７７件と増
大していることなどが挙
げられます。

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

二次評価
結果

次年度以降の対応

施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

給与等の内部事務
の効率化
(対象職員１人当
たりのコスト)注1

Ｃ

Ⅰ（給与等の内部事務経費
の削減）
職員の給与等の内部事務に
係る人件費等のコストを削
減するため、事務に携わる
県職員を削減し業務を人材
派遣職員に切替ます。

給与等内部事務対
象職員数

Ａ

拡大

Ⅱ（職員住宅・寮の維持管
理費の削減）
職員住宅等の維持管理に係
るコストを削減するため、
職員住宅廃止計画に沿い順
次管理戸数を減少させ、経
費を削減します。

職員住宅管理戸数 Ａ

拡大

Ⅲ（職員の健康の維持）
職員の健康を維持するた
め、職員健康診断の受診率
の向上に努めます。

職員健康診断受診
率

Ｃ

拡大

拡大給与等の内部事
務の集中処理

総務ワーク
ステーショ
ン

厳しい財政状況の中、
給与等の支給及び職員
住宅・寮や職員の健康
管理等の福利厚生等の
内部事務については、
人件費等のコストを削
減しつつ適正かつ統一
的な執行を図る必要が
あることから、事務処
理を総務ワークステー
ションに集中化し効率
的な運営の確立と人材
（民間派遣職員を含
む。）の一層の有効活
用を図ることを目的と
します。

拡大内部事務の集中処理に向
けて順調に進んでいま
す。
この理由として、対象職
員一人当たりに係る経費
が増加していますが、事
務に携わる
県職員を削減し、業務の
見直しを行い人材派遣職
員へ切替えています。
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部局名：健康福祉部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

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

Ｂ

Ⅰ（「健康福祉千葉方式」
の推進）
・「健康福祉千葉方式」に
よる健康福祉政策の企画・
立案及びモデル的な事業の
実施などを行います。

「健康福祉千葉特
区」の認定市町村
数

Ａ

拡大

「新たな地域福祉
像」の認知度

Ｂ
健康危機管理研修
参加者数

Ｂ

感染症対策技術者
育成数

Ｂ

健康福祉部内各課・
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。

Ａ

Ⅳ（衛生研究所の機能強
化）
健康危機管理機能の確保、
がんをはじめとした生活習
慣病の予防医学の研究と県
民一人ひとりに最適な治療
を行うオーダーメイド医療
の確立を目指すため、「衛
生研究所」と「がんセン
ター研究局」の合築に向け
た取り組みを進めます。そ
して、一人ひとりの状況に
応じたオーダーメイド型健
康づくり、疾病予防、治
療、福祉を進めていく研
究・情報提供の拠点としま

す。

他部局との総合調整
を行うとともに、部
内職員に必要な情報
が共有されるよう、
迅速な情報の収集・
提供を行い、部の施
策の企画や取りまと
めを行います。

Ａ

健康福祉施策・健康危機
管理施策の企画・立案、
連絡調整事務、内部管理
事務については、概ね順
調に進んでいますが、一
部に課題があります。
　18年6月に保健医療計
画を改定する一方、関係
課と連携して医師確保な
ど医療提供体制の構築に
努めたところですが、
「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」は17年度より減少と
なりました。これは、新
医師臨床研修制度の導入
により医師の不足・偏在
が顕在化し、診療科の閉
鎖や救急医療体制の確保
が困難となっていること
などが原因と考えます。
　また、中間見直しの時
期を迎えた地域福祉支援
計画について、見直しに
向け県内100箇所以上で
ミニタウンミーティング
を実施する一方、「新た
な地域福祉像」の実現に
向け、県営住宅を活用し
た新たな地域づくりに向
けた取組みなど関係課と
連携して各種事業に取り
組んだところですが、
「新たな地域福祉像」の
認知度は17年度より若干
減少しています。

Ⅱ（健康危機管理・災害対
策）
・県民の健康を脅かす、
様々な健康危機事案に対し
て関係機関との組織横断的
なネットワークを活用し、
健康被害の原因物資の特定
を迅速に行い、被害を最小
限に抑えます。
また、平成１８年度新規事
業として、各健康福祉セン
ター（保健所）に地域の警
察署、消防署、市町村、医
師会、歯科医師、薬剤師会
等で構成する(仮称)健康危
機管理推進会議を設置し、
県内各地域の健康危機管理
の充実強化を図ります。
・健康危機対策の一層の充
実を図るため、感染症対策
技術者の育成や医療関係者
の研修を行います。
大規模災害発生時に障害
者、高齢者などについて
は、応急救助や避難所運営
等において特別の配慮が必
要であることから、障害
者・高齢者向け災害対策マ
ニュアル等により、要支援
者への支援を行っていきま
す。
また、災害発生時に迅速な
被害情報の収集に努め、災
害救助法などに基づき、的
確な応急救助対策を行いま
す。

Ⅲ（政策の立案・調整、そ
の他の事業・事務）
・健康福祉部内の各事業・
事務の円滑かつ効率的な推
進を図るため、人事、予
算、経理などの内部管理事
務及び関係部局との連絡調
整事務を行うほか、施策目
的の実現に資する企画・立
案やその他の事業・事務を
行います。

健康福祉政
策課
健康づくり
支援課

健康福祉政策・
健康危機管理施
策の企画・立
案・実施、連絡
調整事務、内部
管理事務

県民の健康福祉の向上
を図るため、県民の
ニーズに応える健康福
祉に関する各種計画及
び施策を、健康福祉施
策の企画段階から民間
と行政が一体となっ
て、当事者が参加し新
たな施策を検討すると
いう「健康福祉千葉方
式」により企画・立案
し、その展開を促進し
ます。
　また、感染症、食中
毒など県民の生命、健
康を脅かす様々な事態
に対し、県民の健康被
害を最小限とするた
め、庁内関係課や関係
団体、関係機関等と連
携し迅速かつ適切に対
策を講じていきます。

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

拡大 拡大

次年度以降の対応

拡大

現状維持

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

人権問題講演会参
加者数

Ｂ

ちばハートフル・
ヒューマンフェス
タ参加者数

Ｂ

有識者で構成する
千葉県人権施策推
進委員会において
人権施策の見直し
や点検、推進効果
の評価を行う。

Ａ
人権啓発の放送広
報回数

Ｂ

人権啓発の新聞等
広報回数

Ｂ

人権啓発ビデオ貸
出本数

Ｂ

人権啓発資料の作
成部数

Ｂ

企業等における研
修会等の開催数・
参加者数

Ａ

市町村人権担当者
研修会参加者数

Ｂ

人権啓発指導者養
成講座参加者数

Ａ

人権啓発活動委託
市町村数

Ａ

啓発研修講師紹介
団体数

Ｃ

現状維持

現状維持Ⅲ（市町村等との連携）
　県内の人権啓発活動を推
進し、地域住民の人権意識
の向上を図るため、市町
村・企業・ＮＰＯ等との連
携・協力関係を強化すると
ともに、これらの団体等に
よる人権施策の積極的な取
組みを支援します。

Ⅰ（人権に対する意識の向
上）
　人権に対する意識の向上
を図るため、県民に親しみ
やすく参加しやすい形態や
各種広報媒体を用いた人権
啓発活動を推進します。

Ⅱ（人権に対する理解を促
進）
　人権に対する理解を促進
するため、県民に親しみや
すく理解しやすい教材等を
整備・作成したり、あるい
はそれらを用いた研修会等
の実施を推進します。

幼児期からの人権意識
の醸成や県民、企業、
関係団体など社会の構
成員全ての参画と協働
により、県民一人ひと
りが人間として尊重さ
れ、安心していきいき
と暮らせる社会を創造
し、600万県民の心のバ
リアフリーの実現を目
指します。

人権啓発の推進 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

人権啓発の促進を概ね適
切に実施しました。その
理由として、①人権啓発
指導者養成講座参加者数
が162人となり、市町
村・企業・ＮＰＯ等との
連携・協力関係が強化さ
れたこと、②人権啓発資
料を7,770部作成し、研
修会や講演会で活用し、
人権に対する理解を促進
できたこと、③一人でも
多くの県民の方に人権に
ついて関心を持ってもら
えるように新聞、テレ
ビ、ラジオ以外に雑誌も
活用して県民に幅広く啓
発を行ったことなどが挙
げられます。なお、企業
やＮＰＯ等に対して啓発
研修講師紹介を積極的に
実施していく必要があり
ます。

Ｂ

現状維持 現状維持現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

新世紀リーダー育
成研修修了者数

Ｂ

地域総合コーディ
ネーター育成研修
修了者数

Ａ

地域づくりリー
ダー育成研修修了
者数

Ｂ

Ⅱ（低所得者対策）
　生活保護法の適正実施を推進する
ため、各健康福祉センター及び市福
祉事務所の監査を実施し、適正な実
施に向けた指導を行います。また、
生活保護法の指定医療機関及び指定
介護機関に対し、適正な実施に向け
た指導を行います。

健康福祉センター
及び市福祉事務所
に対する法施行事
務監査実施数

Ａ

現状維持

Ⅲ（旧軍人・遺族・被爆者等援
護対策）
　旧軍人・戦傷病者・戦没者遺
族・被爆者援護業務について、
各種援護業務の周知、相談等を
行います。また遺家族等への各
種給付金の裁定、原爆被爆者手
当の認定等を的確に行います。

戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金
の支給認定件数

Ａ

現状維持

あなたに合わせた
支援事業所設置支
援数

Ａ

地域福祉計画策定
市町村数

Ｃ

ホームレス巡回相
談事業実施市町村
数

Ｂ

公益施設等の適合
証交付件数

Ａ

基本福祉フォーラ
ム及び小域福祉
フォーラムの設置
数

Ｃ

Ⅴ（情報及び統計）
　総合情報提供システム
「ちばウエルナビ」によ
り、高齢者・障害者・児童
をはじめとするあらゆる県
民の方に必要な福祉施設
サービス・在宅サービスの
情報を提供していきます。
また、高齢者・障害者など
に使いやすいホームページ
の普及・推進するため、
「誰でもつかえるホーム
ページコンテスト」を行い
ます。

総合情報提供シス
テム「ちばウエル
ナビ」へのアクセ
ス件数

Ｂ

現状維持

Ⅵ（衛生研究所の機能強化）
衛生研究所を健康危機に係る情
報の発信等の拠点とし、県内外
の健康・安全情報の集約・蓄
積・分析等を行い、広く県民が
活用できる体制を整備します。

拡大

現状維持

拡大

「地域福祉の円滑な推
進」に向けて順調に進ん
でいます。
　その理由として、①福
祉の人材育成・確保を図
るため、新世代リーダー
育成研修等を実施すると
ともに、地域総合コー
ディネーター研修を実施
し、福祉の人材育成を図
るとともに、県、広域、
地域、それぞれのネット
ワーク化が図れたこと②
新しい地域社会づくりを
推進するために、県内14
箇所の中核地域生活支援
センターにおいて、コー
ディネーターを各1名増
員したところ、18年度は
約70,000件の相談を受け
たこと。また、公的制度
外サービス事業所の設置
支援を行う「星の数ほど
あなたのために事業」を
県内10箇所で展開すると
ともに、全ての福祉サー
ビスに対して、第三者評
価・情報公表事業を実施
し、福祉サービスの向上
と良質なサービスの選択
を支援したことなどがあ
げられます。
　この結果、最終指標で
ある「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る
人の割合」が、前年に比
べて、2.8％増加しまし
た。

Ⅰ（福祉の人材育成・確
保）
　高度化、多様化する県民
の福祉ニーズに的確に対応
していくため、第一線で活
躍できる福祉人材及び次世
代を担う人材の養成・確保
を進めます。

Ⅳ（新しい地域社会づくり
の推進）
・介護保険制度や支援費制
度等の既存の公的制度では
不足するサービスや制度間
の隙間の部分に対応する
サービス「星の数ほどあな
たのために事業」を全県的
に展開します。
・高齢者･障害者等の移動
困難者が移送サービスをい
つでも･どこでも利用でき
るよう、福祉有償運送が安
全･適法に提供されるよう
支援します。
・「千葉県ホームレス自立
支援計画」に示されたホー
ムレスの自立支援のための
巡回相談や能力活用などの
事業を進めます。
・福祉サービスの向上と利
用者の良質なサービスの選
択を支援するため、介護
サービスのみならず支援費
も含めた全ての福祉サービ
スに横断的・包括的な第三
者評価・情報公表事業を実
施します。
・中核地域生活支援セン
ター事業の機能を強化する
ため、弁護士会とのタイ
アップ事業を行うととも
に、業務量の増大に対応し
て事務職員を追加配置しま
す。
・「千葉県福祉まちづくり
条例」に基づき、高齢者や
障害者等が安全かつ快適に
暮らせるよう公益的施設等
のバリアフリー化に取り組
みます。
・地域住民一人ひとりが主
役となる地域づくりを促進
し、地域福祉フォーラムの
県内各圏域への設置を推進
するためるため、市町村が
創意工夫のもと､住民参加
により策定する「地域福祉
計画」づくりを支援すると
ともに、県域フォーラムの
支援を行います。

Ａ

健康福祉指
導課

「千葉県地域福祉支援
計画」で示された①誰
もが、②ありのまま
に・その人らしく、③
地域で暮らすことがで
きる「新たな地域福祉
像」の実現に向けて、
県民一人ひとりが「自
らの生活が変わりつつ
ある」といった実感を
持てる施策を推進しま
す。
高度化、多様化する県
民の福祉ニーズに的確
に対応していくため、
第一線で活躍できる福
祉人材の養成・確保を
図ります。
　生活保護法の適正実
施を推進するため、健
康福祉センター及び市
福祉事務所を指導しま
す。
　旧軍人・遺族・被爆
者等の援護の充実を図
ります。
　感染症、食中毒など
県民の生命、健康を脅
かす様々な事態に対
し、県民の健康被害を
最小限とするため、庁
内関係課や関係団体、
関係機関等と連携し迅
速かつ適切に対策を講
じていきます。

地域福祉の円滑
な推進

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

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

地域リハビリテー
ション支援センター
数

Ａ

地域リハビリテー
ション支援センター
が行う研修回数

Ａ

地域リハビリテー
ション支援センター
が行う訪問指導回数

Ｂ

基本健康診査受診者
数

Ａ

喫煙者数 －

女性のための健康
相談

Ｂ

保健医療従事者の
研修受講者数

Ｂ

女性のための健康
教室

Ｂ

性差を踏まえた保
健医療施策推進の
ための基礎データ
の収集分析

Ａ

成人の肥満者
（BMI≧25.0）の
割合

－
健康生活コーディ
ネートプログラム
参加者数

Ｂ

健康生活コーディ
ネーターの育成数
（累計）

Ｂ

Ⅲ（「健康づくりふるさと
構想」の推進）
モデル事業から得られた事
業の効果を広く周知するこ
となどにより参加市町村の
増加を促し、健康生活コー
ディネート

拡大

拡大

現状維持

Ⅱ（総合的な女性の健康支援の
推進）
　女性の健康支援を総合的・体
系的に推進するため、健康福祉
センターにおける健康相談、保
健医療関係者等を対象とした研
修会等を実施し、女性医療の質
の向上に努めるとともに、地域
における支援ネットワークの構
築を進めます。
　また、女性の健康に関する
データの収集及び分析し性差を
踏まえた保健医療施策を推進し
ます。
　さらに、｢健康ちば２１｣の中
間評価を完了し、新しい「健康
ちば２１｣を策定します。
　加えて、広域的な地域・職域
連携を図り、地域の実情に応じ
た継続的な保健サービスの提
供・健康管理体制を整備・構築
するため、地域・職域連携推進
協議会を設置します。

Ⅰ（健康づくりの推進）
　健康を増進し疾病の発生
そのものを予防する「一次
予防」に重点を置き、生活
習慣病の早期発見、禁煙・
分煙対策の推進、地域リハ
ビリテーション支援体制整
備の推進、老人保健事業の
市町村支援、口腔保健対策
事業等を行います。

平均寿命の延伸
（全国順位）
千葉県男性
千葉県女性
　
全国男性の12位
全国女性の12位

65歳時の平均自立
期間の延伸
男性
女性

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

健康づくり
支援課

健康であることは、す
べての人の願いであ
り、県民一人ひとりの
幸福な人生を実現する
ための基本です。
本県における平成12年
の平均寿命は、男性が
78.05歳、女性が84.51
歳となっており、この
35年間で男女ともに約
10年延びています。し
かし、長寿化が進展す
る一方で、生活環境の
変化等により食生活や
生活習慣の乱れ、運動
不足やストレスからく
る健康への悪影響が指
摘されています。
現実に、がん、心疾
患、脳血管疾患などの
生活習慣病は死因の
60％を占めるまでにな
り、生活習慣病を原因
として痴呆や寝たきり
などの要介護状態に
なってしまう人が増加
しています。
このため、県民が主体
的に取り組む健康づく
り運動の推進のための
指針として策定した｢健
康ちば21｣を総合的に
推進し、疾病の発生そ
のものを予防する「一
次予防」に重点を置い
た施策を展開し、平均
寿命をさらに延ばすと
ともに、健康寿命（痴
呆や寝たきりにならな
い状態で自立して生活
できる期間）の延伸、
生活の質の向上を目指
します。

県民の総合的な
健康増進施策の
推進

－

－

－

県民の総合的な健康増進
施策の推進の実現に向け
概ね順調に進んでいま
す。
　県の取組については、
地域リハビリテーション
支援センターの設置、中
高年の自殺予防対策の推
進、メタボリックシンド
ロームの全国に先駆けた
モデル事業の実施、女性
のための健康支援、健康
生活コーディネート事業
などで、一定の成果を上
げることができました。

自分で健康だと感
じている人の割合
の増加

－

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

がん、感染症な
どの疾病対策の
推進

がん対策推進計画
（仮称）

Ａ
女性のがん検診啓
発研修会事業

Ａ

第１種感染症指定
医療機関の指定病
床数

Ｃ
マンモグラフィ機
器整備事業

Ｂ

第２種感染症指定
医療機関の指定病
床数

Ｃ
がん予防講習及び
展示会開催事業

Ａ

緩和ケア医師専門
研修事業

Ｂ

感染症外来協力医
療機関の施設整備

Ａ

青少年を対象とす
る講習会

Ａ

HIV（エイズの原
因ウイルス）検査
件数

Ａ

エイズ相談件数 Ａ

HIV抗体検査にお
ける即日検査及び
夜間検査の実施箇
所

Ａ

重症難病患者入院
受入れ協力医療機
関数

Ｂ

難病患者等ホーム
ヘルパー養成研修
受講人数

Ｂ

難病相談・支援セ
ンター事業におけ
る
難病に関する講
演・研修会

Ａ

拡大

拡大

拡大

Ⅰ（がん対策の推進）
　がんの予防・早期発見か
ら医療、在宅療養や術後の
ケア等を含めた総合的なが
ん政策を推進するため推進
計画の策定に取り組むと共
に普及啓発活動や医療従事
者の研修事業、在宅緩和ケ
アシステムの構築の推進、
地域がん診療拠点病院の支
援、地域がん登録の充実等
を図ります。

Ⅲ（難病患者の生活の質
（ＱＯＬ）の向上に向けた
支援策）
　地域で生活する難病患者
の安定した療養生活の確保
と難病患者及びその家族の
生活の質（ＱＯＬ）の向上
を図るために、難病患者に
対する保健、医療、福祉
等、日常生活の全般にわた
る総合的な相談・支援や地
域における難病患者等の受
入れ病院の確保、在宅療養
上の適切な支援体制の整備
を推進します。

Ⅱ（感染症の予防）
①　新型インフルエンザ等
の新たな感染症等の発生時
に備えまん延防止対策と感
染症患者に対する適切な医
療の提供を推進するため、
感染症指定医療機関や感染
症外来協力医療機関等の関
係機関と連携し、迅速かつ
適切な対応を図るよう努め
ます。
② エイズ・性感染症につ
いては、特に若い世代の感
染率が拡大していることか
ら、講習会等による正しい
知識の普及啓発活動を実施
するとともに、早期発見を
促進するため若者が受けや
すい検査・相談体制の充実
に努めます。

疾病対策課
健康づくり
支援課

健康であることは、す
べての人の願いであ
り、県民一人ひとりの
幸福な人生を実現する
ための基本です。
　千葉県のがんによる
死亡者数は、昭和５７
年以来死亡順位の第１
位、死因の約１／３を
占めており、がん対策
は
県民の健康と生活の質
の向上を図る上で、極
めて重要な課題となっ
ています。また、難病
についてはいくつかの
疾患
では、その悪化を遷延
させる効果的な治療薬
剤や手術法が確立され
るなど大幅な予後の改
善がみられる一方で、
原因
の解明すら未確立の疾
患が多く、患者は医学
的にも社会的にも困難
な立場におかれていま
す。感染症については
社会
福祉施設等における感
染性胃腸炎の集団発生
や、HIVやクラミジアな
どの性感染症が若い世
代を中心として増加傾
向
にあるほか、SARSや新
型インフルエンザなど
の県民の健康を脅かす
新たな感染症の発生が
懸念されています。
このため、がん対策に
ついては国の「第３次
対がん10か年総合戦
略」を踏まえ、発症予
防、早期発見、治療、
緩和ケア、術後のケア
などステージに応じた
総合的な対策を推進し
ます。また、難病対策
については医療費の自
己
負担の軽減、地域にお
ける保健医療福祉の連
携、QOLの向上のための
福祉施策を推進し、患
者・家族の負担の軽減
を
図ります。感染症対策
については「千葉県感
染症予防計画」に基づ
き、予防のための普及
啓発に努めるととも
に、
医療提供体制 整備

・がん対策戦略プラン検
討部会の立ち上げが遅れ
気味であったが、2回開
催し、各委員による千
葉県の特性を踏まえた意
見・提言等を、「千葉県
がん対策推進計画に関す
る提言（案）」として
まとめた。
・感染症などの疾病対策
の推進の実現に向けて困
難な課題があります。感
染症指定医療機関の確保
に当たって、医療機関や
関係機関と調整しました
が、指定同意まで至って
おりません。
　今後も引き続き、感染
症指定医療機関の確保に
向け、調整していきま
す。

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

「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）

Ｃ

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。）

Ａ

保育所の待機児童
50人以上の市町村
数

Ｂ

放課後児童クラブ
設置数

Ａ

まっ白い広場（プ
レーパーク）設置
数

Ｃ

乳児健康診査・１歳
６か月児健康診査・
３歳児健康診査の未
受診児の状況把握

Ａ

思春期保健対策実
施保健所数

Ａ

総合周産期母子医
療センターの 設
置数

Ａ

母子家庭等就業・自
立支援センター事業
実績
（講習会受講者数）

Ｃ

母子家庭等就業・自
立支援センター事業
実績
（求人情報登録数）

Ｃ

母子家庭等就業・自
立支援センター事業
実績
（就業実績人数）

Ｃ

要保護児童対策地
域協議会設置 市
町村数

Ａ

里親登録数 Ｂ

要保護児童の内、
里親への委託率

Ｂ

地域小規模養護施
設の設置数

Ｂ

児童家庭課 少子化の進行は、その
背景に核家族化や都市
化による家庭の養育力
の低下、かつては親族
や近隣から得られてい
た支援や知識が得られ
にくいという育児の孤
立、育児の負担感が大
きいこと、家庭生活と
の両立が困難な職場の
在り方、結婚や家族に
関する意識の変化、若
年失業の増大など若者
の社会的自立を難しく
している社会経済状況
といった問題が指摘さ
れており、「子どもを
生み、育てやすい社会
環境」が徐々に失われ
てきたことが主な原因
と思われます。
こうした中、県では、
市町村における次世代
育成支援対策の推進を
支援するとともに、
「新たな地域像」によ
る　　　地域の子育て
を目指して、その実現
のための具体的施策を
盛り込んだ「千葉県次
世代育成支援行動計
画」を平成　　　１７
年３月に策定しまし
た。「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。特に、中心的役割
を担う市町村の主体的
で積極的な次世代育成
支援対策への取組みを
強力に支援します。

次世代育成支援
対策の推進

次世代育成支援対策の推
進については、施策の推
進の指標として掲げた１
４の指標のうち、６つが
目標を達成しております
が、８つの指標について
は、目標に達しませんで
した。
目標の達成状況総括は、
概ね順調ではあります
が、一部に課題があるも
のと思われます。
・「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
域の数は、前年度より増
加しているものの、目標
値まで達しませんでし
た。しかしながら、地域
子育て支援センターが大
幅に増加し、保育所が地
域の子育て拠点として大
きな役割を果たしていま
す。
・里親登録数について
は、平成16年度に比較し
て23組増加しましたが、
目標の258組には達しま
せんでした。要保護児童
の内の里親への委託率
は、15％であり目標の
16％を下回りました。地
域小規模養護施設は、予
定されていた民間の施設
が平成19年度の開設と
なったため、1か所にと
どまりました。
・社会的養護の受け皿整
備については、平成18年
12月に富津市内に定員30
人の児童養護施設が開設
されて、受け皿の拡大が
図られましたが、今後と
も家庭的養護や小規模ケ
アの重要性は変わらない
ことから、里親への委託
並びに地域小規模養護施
設の拡大を図っていきま
す。

Ⅲ（ひとり親家庭等への支
援）
ひとり親家庭等の誰もが、
地域社会の一員として人権
が　尊重され、自立し、そ
の地域で健康で安心して生
活でき、　　子どもたちが
希望を持ち、いきいきと育
つことができる社会づくり
をめざします。

拡大

拡大

拡大

拡大

Ⅰ（子育ての地域力の強
化）
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、地域
住民自らが実施主体となる
子育て支援の「地域力」を
高めるための施策や子ども
の遊び場などの　施策を推
進します。

Ⅱ（子どもの健康と女性の
健康、安心な妊娠と安全な
出産の支援）
子どもが心身ともに健やか
に成長・発達し、愛情に包
まれた生活が送れるよう支
援します。　思春期からの
全ての女性及びその家族が
安心して快適な妊娠、出産
に臨み、母子ともに健康に
子育てができるよう、乳幼
児健診・相談事業や子育て
支援事業の推進など、母子
保健体制の充実に努めま
す。

Ⅳ（子どもへの虐待の防
止、児童の社会的養護の充
実）
虐待の発生予防・早期発
見・早期対応・保護・自立
支援等切れ目のない対策を
講じるため、児童虐待防止
の抜本的な　対策を検討し
ていきます。市町村や児童
相談所等の相談体制やその
機能を強化・拡充すること
で、社会全体で虐待を生み
出さない環境づくりを目指
します。
また、被虐待児等の要保護
児童に対する社会的養護の
充実を図ります。

拡大拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

千葉県高齢者保健福
祉計画推進作業部会
（仮称）の開催

Ｂ

専門研究会の設置 Ａ

福祉ふれあいプラザ
介護実習センター・
介護予防トレーニン
グセンターの利用者
数

Ｂ

老人クラブ加入者
数

Ｃ

生涯大学校の学生
数

Ｂ

特別養護老人ホー
ムの定員数

Ａ

現状維持

現状維持

お年寄りが安心し
て暮らせる高齢者
対策についてよく
やっている及びま
あまあだと評価し
た人の割合

Ｃ

高齢者福祉の推進につい
ては、概ね順調に進んで
いますが、一部に課題が
あります。
県の取組としては、福祉
や健康づくりの拠点施設
として、「福祉ふれあい
プラザ」を平成18年8月
にオープンし、延べ
23,752人の施設利用者が
あり、効果的な介護の支
援や介護予防サービスの
提供を行いました。ま
た、今後、高齢化の進展
に伴い介護を必要とする
高齢者の増加が見込まれ
ることから、介護保険施
設等の基盤整備として、
特別養護老人ホームの整
備を進め、18年度整備計
画に対して102.3%の整備
状況となっています。さ
らに認知症、高齢者虐
待、孤独死等の新たな課
題に対しては、認知症サ
ポート医の養成（9
人）、かかりつけ医の研
修（222人）、を実施
し、認知症の医療面、生
活面等の支援を行ったほ
か、適切な虐待対応が図
られるよう市町村職員等
に対する高齢者虐待対応
研修を実施し、また、孤
独死対策モデル事業（3
市町村）やシンポジウム
を開催し、孤独死予防の
推進を図りました。
一方、老人クラブの加入
者数が前年度より5.1%
（9,295人）減少してい
ます。これは、高齢者に
おける価値観の多様化に
より、ＮＰＯやボラン
ティア等での社会活動へ
の参加機会が増えたこと
が要因のひとつと考えら
れます。また、平成18年
度に実施した第32回県政
に関する世論調査では
「お年寄りが安心して暮
らせる高齢者対策につい
てよくやっている及びま
あまあだと評価した人の
割合」が9.4％と低い結
果となっていることか
ら、今後も高齢者一人ひ
とりが安心していきいき
と暮らし続けるための地
域社会づくりの実現に向
け、千葉県高齢者保健福
祉計画に基づき各種施策
を着実に推進していく必
要があります。

高齢者福祉
課

高齢者一人ひとりが安
心していきいきとする
暮らしの創出を実現す
るため、「千葉県高齢
者保健福祉計画（仮
称）」等に基づき、①
高齢者福祉の総合的推
進　②高齢者が主体的
に社会参加できる環境
づくりと高齢者の生き
がい対策の充実　③在
宅福祉サービスの充実
④老人福祉施設の充実
に努めます。

高齢者福祉の推
進

拡大Ⅰ（高齢者福祉の総合的推
進）
　当事者等で構成する「千
葉県高齢者保健福祉計画
（仮称）」推進作業部会を
設置し、定期的に計画の実
施状況の確認と成果の評価
を行うとともに、推進作業
部会の下に研究会を設置
し、本計画に盛り込まれた
事項で更なる検討が必要な
テーマについて議論を深め
ます。また、我孫子市にｵｰ
ﾌﾟﾝする福祉ふれあいプラ
ザにおいて、実習等による
講座（①一般県民に対する
講座②介護家族に対する講
座③介護職を対象とした講
座）を実施し、県民の高齢
社会への理解を深め、介護
知識、技能等の普及を図る
ための啓発と人材育成、実
習、相談等を行います。

現状維持 現状維持

Ⅲ（老人福祉施設の整備促
進及び運営指導　）
高齢化の進展に伴い、介護
援助等を必要とする高齢者
に対する介護保険制度を円
滑にするため、基盤施設と
なる特別養護老人ホーム及
びこれに併設するショート
ステイの整備を進めます。
また、施設運営者に対する
指導に取組みます。

Ⅱ（高齢者が主体的に社会
参加できる環境づくりと生
きがい対策及び在宅福祉の
充実　）
地域において、高齢者が主
体的に役割を担うことと生
きがい対策及び在宅福祉の
充実を図るため、学習機会
の提供、地域活動への参加
促進、在宅での福祉サービ
スの充実を推進します。
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

障害者グループ
ホーム等定員数
（千葉市・船橋市
を除く。）

Ａ
障害者就労モデル
事業開業事業者数

Ｃ

障害者就労事業振
興センターの運営

Ａ

障害者に対する差
別をなくすための
条例の制定及び施
行

Ａ

Ａ
精神障害者地域生
活支援センターの
整備数

Ａ

入所施設から地域
へ移行した障害者
（知的）（累計）

Ａ

福祉作業所等の工
賃水準

Ｂ
精神障害者退院促
進事業訓練実施者

Ａ

手話通訳者・要約
筆記奉仕員の養成
人数（累計）

Ｂ

補助犬の育成給付 Ａ

重症心身障害児
（者）通園事業

Ｂ

障害者スポーツ指
導員の養成

Ａ

拡大

現状維持

現状維持

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、このような
方針に基づき障害者が
その人らしく地域で暮
らせる社会の実現を目
指し、障害者の自立を
支援するために、グ
ループホーム（注）等
の住まいの場の確保、
日中活動の場としての
福祉作業所等の整備な
ど様々な施策に取り組
みます。

障害者福祉の充
実

Ⅰ（障害者施策の企画・推
進）
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、障害者計画に基づき関
連する施策を総合的に推進
します。

通所授産施設の定
員数

施策体系が大きく変動し
ており適切な目標修正が
必要な状況であるが、定
性的な課題はあるものの
概ね当初の目標水準を達
成することができてい

る。ショートステイ
（家族の介護の軽
減を図るために、
施設等に介護の必
要な障害者等を一
時的に入所させて
保護する制度の）
整備数

Ⅳ（障害者の地域生活の支
援）
住む場所の確保、日中活動
の場所の確保、身体や家事
の援助が確実に受けられる
ことにより、障害者が地域
の中でその人らしく生活し
ていくことができるように
施策を推進します。

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

－

拡大 拡大

拡大

Ⅲ（障害者の自立と社会参
加の促進）
心身に障害を持つ人が社会
を構成する一員としてその
人らしく生活できるための
各種支援を推進します。
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

国民健康保険の安
定した事業運営指
導（繰上充用実施
保険者数）

Ａ

保険者に対する個
別実地指導回数
（国民健康保険事
業）

Ａ

老人医療費の伸び
の適正化

Ｂ

介護保険制度の安
定した事業運営

Ａ
保険医療機関等の
指導

Ｂ

老人医療費の現状
分析と特性

Ｃ

保険者に対する個
別実地指導回数
（介護保険事業）

Ｂ

介護支援専門員実
務研修者数

Ｂ

介護サービス事業
者の新規指定件数
（みなし指定事業
者除く。）

Ａ

拡大

現状維持

拡大

拡大国民健康保険事業で
は、事業の健全な運営
を確保するため、保険
者及び千葉県国民健康
保険団体連合会に対す
る指導、助成の外、保
険医療機関等が行う保
険医療の適正化を指導
します。
また、介護保険事業で
は、制度の円滑な推進
を図るために作成した
第３期介護保険事業支
援計画に基づき、保険
者である市町村を支援
するとともに、介護支
援専門員の養成や事業
者指導等を行い、介護
サービスの質の向上に
努めます。
さらに、老人保健事業
では、高齢者に対する
適切な医療の確保を図
ります。

保険事業の円滑
な推進

Ⅱ（保険医療機関等の指導
及び老人保健法（医療にか
かるもの）の適正な施行）
保険診療の質的向上と適正
化を図るため、保険医療機
関等に対して、診療方針、
診療請求手続き、保険医療
の事務取扱等について指導
します。
老人医療費の伸びを適正化
するため、市町村における
適正化施策への取組みを推
進します。

Ⅲ（介護保険事業の推進）
　保険者に対し、新予防給
付、地域支援事業の実施や
介護給付の適正化等事業運
営の助言・指導を実施し、
事業の円滑化・適正化を図
ります。
　また、人材の育成とし
て、介護支援専門員に対し
て研修を行います。

Ⅳ（介護サービス事業者の
指定等）
　適切な介護サービスの提
供を確保するため、国の定
めた基準に基づき指定を行
うとともに当該基準の遵守
等について周知徹底を図
り、介護サービスの質の確
保と保険給付の適正化を図
ります。

保険事業の円滑な推進に
ついて、概ね順調に推移
いたしました。しかし、
国保財政については、依
然厳しい状況となってい
るため、更に適正な財政
運営への取組が必要と
なっています。介護保険
事業では、指定介護サー
ビス事業者の増加に伴い
事業者や介護支援専門員
の資質向上について引き
続き研修事業等により積
極的に取り組む必要があ
ります。また、老人医療
費の適正化については、
医療費状況調査や市町村
に対する助言を概ね適切
に実施しましたが、老人
医療費の伸びの適正化は
不十分な状況となってい
るため、今後とも市町村
への助言・指導に取り組
む必要があります。

Ⅰ（国民健康保険事業の推
進）
市町村国保及び国民健康保
険組合に対し、助言・指導
を実施することにより、各
保険者の国民健康保険事業
の安定した事業推進を図り
ます。

保険指導課 拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

住み慣れた地域で
安心して受診でき
る医療体制が整っ
ていると感じてい
る県民の割合

Ｃ

Ⅰ（医療施設の総合的推
進）
　医療施設の計画的な整
備、医療施設の人的構成、
構造設備、管理体制の規
制、医療法人の規制等を行
い、また、医師確保策を講
ずるなど、医療を提供する
体制の確保を図ります。

医師臨床研修医の
数

Ａ

拡大

小児の第二次救急
医療体制の整備地
区数

Ａ

小児救急電話相談
体制

Ａ

総合周産期母子医
療センターの設置
数

Ａ

地域周産期母子医
療センターの設置
数

Ｃ

かかりつけ医を持
つ人の割合

Ｃ

訪問看護ステー
ションに勤務する
看護師数の増加

－

病院の離職率の減
少

－

県立保健医
療大学
設立準備室

県立保健医療大
学(仮称)の設置

県立保健医療大学
（仮称）整備計画
の達成状況

Ａ
大学整備計画の策
定・公表

Ａ

大学設置認可、養
成施設の指定

Ａ

Ⅱ（施設整備事業の実施）
　図書館等新校舎の基本設
計・実施設計を行います。

施設・設備・備品
の整備状況

Ａ

拡大

拡大

現状維持

県立保健医療大学(仮称)
の設置の実現に向けて順
調に進んでいます。
　この理由として、県立
保健医療大学（仮称）整
備計画を策定したこと、
図書館等新校舎の基本設
計・実施設計が完了した
ことが挙げられます。

県内で保健医療技術者
を目指す学生を、総合
的な健康づくりの推進
力となる人材や、実践
力があり将来的に指導
者となりうる人材とし
て育成し、県内医療機
関等へ輩出するため
に、平成２１年４月の
開学を目標として、県
立衛生短期大学と県医
療技術大学校を再編整
備し、四年制の県立大
学を設置します。

拡大Ⅰ（大学整備検討調査事業
等の実施）
　県立保健医療大学(仮称)
整備計画を策定・公表しま
す。
教育内容、教員組織及び教
員配置、教員資格並びに施
設・設備など設置認可申請
の審査項目に関する調査を
実施し、大学設置に向け
て、大学の運営体制、条例
等の諸規程、教員組織の編
成、教育課程の編成、施
設・設備・備品の整備等を
検討します。

医療整備課 県民の誰もが、いつで
も、どこでも、安心し
て満足のいく質の高い
医療サービスを受けら
れるよう、地域医療の
充実と高度・専門医療
の推進による総合的な
医療提供体制、特に小
児救急医療などの救急
医療体制や周産期医療
体制又は医師、看護職
員の確保など医療を提
供する体制をはじめと
する、県民が安心して
暮らせるよう医療体制
の整備　　拡充を図り
ます。

医療供給体制の
整備

Ⅱ（医療体制の整備）
　必要とされる医療を確保
する観点から、地域医療の
体系化を図り、地域におけ
る真に効率的な医療提供体
制を確立します。

Ⅲ（医療従事者の養成・確
保）
　高度医療及び県民の健康
ニーズに対応するため、看
護職員等医療技術者の養
成、確保を進めます。

医療提供体制の整備に向
け、概ね順調に進んでい
ますが、一部に課題があ
ります。
医師臨床研修医数は２９
５人と前年度に比べ１８
人（約７％）増加したこ
と、東総地区における医
療機関ネットワーク化に
係る提言を取りまとめた
こと、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なっ
たことなど、医療提供体
制の整備については一定
の成果をあげることがで
きました。
一方、「住み慣れた地域
で安心して受診できる医
療体制が整っていると感
じている県民の割合」が
前年度と比べて3.5％減
少しており、地域におけ
る医療体制の今後に不安
を感じている状況が見て
取れます。
これからの医療提供体制
の整備には、医師（特に
小児救急や周産期医療な
どに係る専門医師）、看
護職員などの医療従事者
の充足という要素が大き
く影響します。

拡大 拡大

拡大拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

医薬品等製造業、
薬局及び医薬品販
売業における薬事
法違反発見率

Ａ 県内の医薬分業率 Ｂ

献血率
（全ての血液製剤
の国内自給の達
成）

Ｂ

医薬品製造等の監
視指導実施率
（３年で全施設を
監視指導）

Ａ

ドナー目標登録者
数に対する達成率
（骨髄移植に必要
な骨髄の確保）

Ａ

薬局等医薬品販売
業の監視指導実施
率（３年で全施設
を監視指導）

Ａ

麻薬等の乱用によ
る保健衛生上の危
害の発生

Ａ

飲料水の安全対策
違反発見率

Ｃ

毒物劇物等の安全
対策違反発見率

Ａ

麻薬立入検査実施
率
(3年で全施設と立
入検査)

Ａ

講習会の実施地区
数及び回数（累
計）　　地区協議
会を母体とし関係
機関で構成するコ
ミュニティ会議を
設け、県内全地区
で効率的な薬物乱
用防止活動を実施
する。

Ａ

Ⅳ（水質管理対策の推進）
飲料水の水質を確保するこ
とは、安全な県民生活を担
保する上で欠かせないもの
であることから、水道施設
への立入検査を実施し、施
設の適切な維持・管理を指
導するとともに、飲用井戸
の水質検査の励行及び衛生
管理意識の向上等の広報啓
発を実施します。

水道施設の立入検
査実施率
（水道の水質管理
の徹底）

Ａ

現状維持

Ⅴ（毒物劇物等の安全確
保）
県民の健康被害が生じる可
能性のある毒物劇物による
事故等の情報を迅速に収集
し、的確な対応を図るとと
もに、毒物劇物製造業者等
に対する監視指導を実施
し、事故発生防止を図りま
す。

毒物劇物製造業等
監視指導実施率

Ｃ

現状維持

現状維持

現状維持薬事衛生の向上の達成に
向けて概ね順調に進んで
います。その理由として
医薬品等製造業、薬局及
び医薬品販売業における
薬事法違反発見率が前年
度より0.9％減少したこ
と、ドナー目標登録者数
に対する達成率が前年度
より6％増加したこと、
毒物劇物等の安全対策違
反発見率が前年度より
4.2％減少したことなど
が挙げられます。一方、
飲料水の安全対策では、
違反発見率が目標を上
回ったことにより目標に
達成することができませ
んでした。

Ⅲ（麻薬等薬物乱用対策の
推進）
麻薬等取扱者に対し、立入
検査実施し、不正ルートへ
の流出、不正使用及び盗難
の防止等を図ります。ま
た、地域団体等で構成する
薬物乱用防止コミュニティ
会議を開催するとともに講
習会等を開催し、薬物乱用
を許さない社会環境づくり
を推進します。

Ｂ

現状維持

薬務課 県民一人ひとりが生き
生きとする暮らしを目
指す上で、健康で安心
して暮らせる環境づく
りが重要な課題です。
少子・高齢社会、家族
の形態やライフスタイ
ル、多様な価値観、地
域社会のあり方など、
社会を取り巻く状況を
十分に踏まえ、県民の
ニーズに対応した薬事
衛生の向上に努めま
す。具体的には、①医
薬品等の品質、有効性
及び安全性の確保②安
全な血液製剤の安定供
給及び骨髄移植に必要
な骨髄の確保③麻薬等
の乱用による保健衛生
上の危害の防止④飲料
水の安全な水質の確保
⑤毒物劇物等の安全確
保のため必要な事業を
推進します｡

薬事衛生の向上

献血目標達成率

Ⅰ（薬事関係対策事業の推
進）
医薬品等の適正使用の推進
を図り、県民の健康被害の
発生を未然に防止します。
また、医薬品製造所等への
監視指導及び薬局等医薬品
販売業の監視指導を行い医
薬品等の品質、有効性及び
安全性を確保します。

Ⅱ（献血等の推進）
医療に必要な血液製剤を献
血により確保するため、献
血思想の普及に努め、献血
意識の向上及び献血者層の
拡大を図ります。また、骨
髄移植に関する正しい知識
の普及啓発及び骨髄バンク
のドナー登録の推進に努
め、骨髄提供希望者の確保
を図ります。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標達成状況総括 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

人口10万人当たり
の食中毒罹患率
（５年平均）

Ｂ
食品衛生関連講習
会の出席者数

Ａ

食品検査の検体
数

Ａ
食品営業施設の監
視指導実施件数

Ａ

環境衛生関係施
設に係る苦情件
数

Ｂ
と畜場における枝
肉の生菌数

Ａ

住民からの犬に
係る苦情件数

Ｃ
環境衛生関係施設
の監視件数

Ｂ

住民からのねこ
に係る苦情件数

Ｃ
相談件数（室内空
気、ダニ、カビ、
衛生害虫等）

Ａ

室内空気中の科学
物質測定件数

Ａ

犬によるこう傷事
故

Ｂ

犬・ねこの収容頭
数

Ｂ

新しい飼い主にも
らわれた犬・ねこ
の頭数

Ａ

現状維持

現状維持

現状維持

衛生指導課 私達の生活は、社会・
経済の発展とともに豊
かになり、多様化しま
したが、一方、近年、
ノロウイルスなどによ
る食品媒介感染症や入
浴施設におけるレジオ
ネラ症などの問題が生
じており、生活衛生対
策の推進と安全確保が
求められています。
　当課では、食品営業
施設への監視指導や食
品衛生検査、と畜場で
の食肉検査等による安
全確保、生活に密着し
た理・美容所やクリー
ニング所等の環境衛生
施設の監視指導や関係
団体の指導、人と動物
との調和のとれた共存
を推進することで、安
全で快適な県民生活を
推進します。

生活衛生対策の
推進と安全確保

Ⅰ（食品の安全確保対策の
推進）
　　食品の生産から消費に
至る総合的な安全対策を講
じるとともに、食品営業施
設等の効果的な監視指導を
行い食品衛生の向上を図
り、あわせて講習会等を行
い消費者への啓蒙、営業者
等の衛生意識の向上に努め
ます。

Ⅱ（環境衛生指導事業の推
進）
環境衛生関係営業施設、特
定建築物、プール等の効果
的な監視指導を行い、多数
人が利用する環境衛生施設
の
衛生水準の確保を図るほ
か、住居衛生相談に応じて
いきます。

Ⅲ（動物愛護管理事業の推
進）
　狂犬病予防対策、動物の
愛護及び適正飼養管理並び
に　動物由来感染症対策の
推進に努めます。

生活衛生対策の推進と安
全確保に向けて概ね順調
に進んでいますが一部に
課題があります。
食品衛生対策事業につい
ては、人口10万人当たり
の食中毒罹患率の減少の
実現に向けて取り組んで
いますが、目標値に達成
しませんでした。理由と
しては、腸炎ビブリオ等
の細菌性食中毒は減少し
たものの、１件あたりの
患者数が多いノロウイル
スによる食中毒が多発し
たことが挙げられます。
また、県内産農畜水産
物、加工食品及び輸入食
品についての検査につい
ては、平成１８年度千葉
県監視指導計画に基づき
適切に実施しました。
環境衛生指導事業につい
ては、関係施設に係る苦
情件数の減少に取り組
み、昨年度より減少させ
ることが出来ましたが、
理容、美容及び公衆浴場
業では他の業種に比べ、
多くなっています。
動物愛護管理事業につい
ては、安易な引取依頼の
防止、終生飼養や不妊去
勢手術の実施等の飼い主
責任の徹底を図り、引取
頭数、致死処分頭数は減
少していますが、犬や猫
に係る苦情件数は増えて
おり、苦情問題の解決は
不十分な状況となってい
ます。

現状維持 現状維持
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部局名：環境生活部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

生活環境に対する
県民の満足度
（「満足してい
る」との回答の割
合）
出典：県政に関す
る世論調査

Ｂ

Ⅰ（環境生活部の使命、役
割を遂行するための内部管
理）
　環境生活部の使命、役割
をより発揮できるような組
織運営と予算配分が行わ
れ、部内各課の施策が円滑
に推進されるように取り組
んでいきます。

部内各課（室）、
職員の業務等の状
況の把握、及び適
正な組織運営・予
算配分

Ａ

現状維持

自然・周辺環境に
対する県民の満足
度
（「満足してい
る」との回答の割
合）
出典：県政に関す
る世論調査

Ａ

Ⅱ（環境施策の総合的推
進）
　千葉県の環境施策につい
ての立案、各種施策の調
整・推進など、総合的な環
境施策の立案・調整を図り
ます。

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

Ａ

拡大

生活環境に対する
県民の満足度
（「満足してい
る」との回答の割
合）
出典：県政に関す
る世論調査

Ｂ

温室効果ガスの排
出量　※
（二酸化炭素換
算）

－

温室効果ガス排出
量報告制度の構築

Ｂ

団体・グループが
実施する地球温暖
化防止活動への支
援

Ｃ

環境学習への参加
者数

Ａ

エコマインド養成
講座修了者数

Ａ

ちば環境再生基金
が行う「ＮＰＯの
環境活動支援」へ
の応募数

Ａ

中小企業環境保全
施設整備資金融資
額

Ｃ

ＩＳＯ１４００１
取得事業者数

Ｂ

エコアクション２
１取得事業者数

Ｃ

各種事業を適切に実施
し、環境保全施策の総合
的推進を図りました。
具体的には、地球温暖化
対策では、温室効果ガス
削減に対する取組として
「千葉県地球温暖化防止
計画」を改定したほか、
同計画の進行管理、県を
あげての地球温暖化対策
の取組の検討、見直しを
行うための「ちばCO2CO2
（こつこつ）ダイエット
推進県民会議」を設立し
ました。
環境保全活動の推進で
は、各種学習機会を提供
し、目標を上回る参加者
がありました。
また、公害防止協定につ
いては、環境管理体制の
徹底等事業者に対する指
導を継続しています。

Ⅲ（事業活動に伴う環境影
響の低減）
　公害防止協定の遵守の徹
底、中小企業の環境保全施
設の整備に対する支援や、
大規模な事業の実施に当た
り行われる環境影響評価の
適正な実施などにより、事
業活動に伴う環境影響を低
減していきます。

Ⅰ（地球温暖化対策の推
進）
　地球温暖化防止に向けた
普及啓発の推進や、千葉県
地球温暖化防止実行計画の
推進などにより、地球温暖
化防止に向けた取組を展開
します。

Ⅱ（環境保全活動の推進）
環境問題の変化が的確に捉
えられるよう、部内及び庁
内各課の連携の下、環境施
策を総合的に展開します。
また、県民、ＮＰＯ等との
協働の場の拡充、エコマイ
ンドの醸成、草の根活動を
推進する人づくりなどによ
り、県民、事業者、行政の
協働による環境活動の実践
の環づくりを展開します。

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

環境生活部の円滑な組
織管理に努め、環境行
政の推進を図ります。

環境生活部の使
命・役割をより
発揮できるよう
にするための内
部管理、総合的
な環境政策の立
案・調整

環境政策課

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。
また、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。

環境保全施策の
総合的推進

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・調整を適切に実
施しました。具体的に
は、①2007年アクション
プランの策定において部
内調整を行ったこと、②
千葉県環境基本計画の抜
本的な見直し作業に着手
したこと、③国体・全国
障害者スポーツ大会局を
部相当の局としたこと、
④廃棄物体制の強化を
図ったことなどがあげら
れます。

二次評価
結果

拡大 拡大

拡大 拡大

次年度以降の対応

拡大

拡大

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

浮遊粒子状物質の
環境基準達成率及
び平均濃度＊

－

光化学スモッグ注
意報の発令日数＊

Ａ

有害大気汚染物質
の環境基準達成率
　　　ベンゼン
　　　ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
      ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

－

航空機騒音の環境
基準達成率
　成田空港周辺
　羽田空港周辺
　下総飛行場周辺

－

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

Ａ

大気環境中のアス
ベスト濃度のモニ
タリング

Ａ

自動車からの粒子
状物質排出量
（自動車ＮＯｘ・
ＰＭ法対策地域
内）

－

自動車からの窒素
酸化物排出量
(自動車ＮＯｘ・
ＰＭ法対策地域
内)

－

現状維持

拡大

現状維持

良好な大気環境の確保の
実現に向けて概ね順調に
進んでいます。
こう判断した理由とし
て、光化学スモッグ注意
報の発令日数が１１日と
基準年度(１６年度)及び
１７年度より１７日減少
したこと。また、基準年
度(１６年度)と比較し１
７年度は、①幹線交通を
担う道路に面する地域の
騒音の環境基準達成率が
１０％向上したこと、②
成田空港周辺の航空機騒
音の環境基準達成率が
５％向上したこと、③そ
の他の項目は横ばいに推
移していることが挙げら
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。

公害防止協定工場
ごとに許容される
硫黄酸化物排出総
量の合計

大気汚染防止法に
基づく立入検査率
（立入数／届出
数）
・ アスベストを
使用した建築物の
解体等作業現場
・ アスベスト製
品製造事業所

Ａ

Ｂ

－

二酸化窒素の環境
基準達成率及び平
均濃度

Ⅳ（自動車使用に伴う環境
への負荷の低減）
自動車使用に伴う環境への
負荷の低減を図るため、
「千葉県自動車交通公害防
止計画」及び「千葉県自動
車排出窒素酸化物及び自動
車排出粒子状物質総量削減
計画」に基づき、自動車交
通公害対策を推進します。
また、「ディーゼル条例」
に基づく運行規制・燃料規
制等について、事業所等へ
の指導・検査を実施すると
ともに、低公害車や粒子状
物質減少装置等の普及促進
に向けた助成措置を講じま
す。

Ⅰ（大気汚染物質の排出抑
制の指導等）
　環境基準の達成を図るた
め、硫黄酸化物、窒素酸化
物や浮遊粒子状物質及び光
化学オキシダントの原因物
質である炭化水素などにつ
いて、京葉臨海部の主要工
場と締結している公害防止
協定等により排出抑制の指
導を行います。
　また、大気汚染防止法等
に基づき、ばい煙発生施設
等設置工場・事業場やアス
ベスト製品製造事業所、建
築物の解体等工事現場の立
入検査を実施し、大気汚染
防止対策の徹底を図るとと
もに、有害大気汚染物質の
発生源対策を推進します。

幹線交通を担う道
路に面する地域の
騒音の環境基準達
成率

大気保全課 大気の汚染や騒音など
から、県民の健康を保
護するとともに、生活
環境を保全していく必
要があります。
このため、大気環境等
に係る環境基準の達成
を目指し、大気環境の
常時監視や工場・事業
場・自動車などの大気
汚染発生源に対する指
導・規制を実施すると
ともに、自動車・航空
機などの騒音や悪臭に
関する調査、指導を行
うほか、
県民へ大気環境情報を
提供します。

良好な大気環境
の確保

－

Ⅲ（大気環境の常時監視と
県民への情報提供）
　県内１４７局設置してあ
る大気環境常時測定局及び
自動車排ガス測定局におい
て、窒素酸化物、浮遊粒子
状物質及び光化学オキシダ
ント濃度などの常時監視を
行い、環境基準の達成状況
を把握します。
　また、一般大気中のアス
ベスト濃度測定を行いま
す。
　更新した大気情報管理シ
ステムにより、県民へ大気
環境の情報提供を行いま
す。

Ａ

Ⅱ（航空機騒音の常時監視
と騒音・振動・悪臭の防
止）
　成田空港、羽田空港、下
総飛行場周辺の固定測定局
による常時監視や短期の実
態調査を実施し、航空機騒
音に係る環境基準の達成状
況を把握します。
　また、多種多様な悪臭苦
情等の問題に対応するた
め，関係市町村と連携し
て，悪臭防止法に基づく臭
気指数規制区域の拡大を図
ります。

臭気指数規制導入
市町村数

現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

河川・湖沼・海域
の環境基準の達成
率（BOD、COD）

－

地下水の環境基準
の達成率

－

２ｃｍ以上の地盤
沈下面積

－

印旛沼の水質
（COD年平均値）

Ａ

手賀沼の水質
（COD年平均値）

Ａ

天然ガスかん水地
上排水量

Ａ

市町村の実施する
地下水浄化対策に
おける有害物質回
収量（累計）

－

自然環境保全地域
等の指定及び拡大

Ｂ

自然公園利用者数 Ｃ

国定公園施設等の
再整備
（遊歩道の転落防
止柵の取替え［Ｌ
=500ｍ］）

Ａ

自然公園施設の管
理

Ａ

特定鳥獣（ニホン
ザル）の捕獲数

Ａ

特定鳥獣（ニホン
ジカ）の捕獲数

Ａ

Ⅰ（水質保全対策の推進）
公共用水域の常時監視を行
うとともに工場・事業場の
排水規制・指導、下水道の
整備等の生活排水対策の推
進により、公共用水域の水
質の改善を図ります。
また、東京湾の第６次総量
削減計画を策定し、水質保
全対策準を進めます。

多様な自然環境の保全の
実現に向けて、概ね順調
に進んでいます。
  県の取組みについて
は、①自然環境保全地域
の指定については、理解
が得られるよう意見交換
を行っており、指定拡大
予定地域については、地
元市の協力により、一部
を除き指定予定区域を確
認できましたが、公図の
不備等により区域の設定
が難しく、進捗が遅れて
います。②自然公園利用
者数については、18年度
集計未了であり、また、
③特定鳥獣（ニホンザ
ル、ニホンジカ）の捕獲
数は、目標数を達成し、
イノシシは被害の急増に
より市町村への支援を増
やしたため、捕獲数も倍
増し、一定の成果を挙げ
ることができました。

現状維持

現状維持

－
汚水処理人口普及
率

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。

良好な水環境・
地質環境の確保

・河川・湖沼・海域の水
質については、環境基準
達成に向けて、順調に進
んでいます。県内の公共
用水域の環境基準達成率
は16年度の60.0％から17
年度62.4％と改善されて
おります。
・地下水の環境基準の達
成状況については、ほぼ
横ばいです。
・年毎の変動はあります
が、5年間ごとの累計で
見ると地盤沈下は沈静化
の方向にあります

Ⅱ（湖沼浄化対策の推進）
「印旛沼流域水循環健全化
緊急行動計画」及び「手賀
沼水循環回復行動計画」に
基づき、住民・ＮＰＯ・事
業者・流域市町村等と連携
して、健全な水循環回復の
ための取組を着実に推進す
るとともに湖沼水質保全措
置法に基づき第５期水質保
全計画を策定し、更に水質
保全対策を進めます。

Ⅲ（地質環境対策の推進）
地盤変動状況や地下水位等
を監視し、法・条例に基づ
く地下水の採取規制を実施
するとともに天然ガスかん
水の採取に伴う地盤沈下へ
の影響を極力抑制するた
め、採取企業と締結してい
る「地盤沈下防止協定」に
基づき事業者指導を行いま
す。
また、土壌・地下水汚染防
止対策を市町村と協議しな
がら進めていきます。

現状維持

野生鳥獣の保護管
理
（ニホンザル・ニ
ホンジカの生息
数）

Ｂ

自然保護課 自然環境の保全と生物
多様性の確保を推進
し、県民が自然の豊か
さを享受できる自然公
園等の適正な維持管理
や、人と野生鳥獣の共
存等、多様な自然環境
を保全する施策を通じ
て貴重な自然を将来の
世代に引き継いでいき
ます。

多様な自然環境
の保全

Ｂ
地域固有の生態系
保全対策

Ⅰ（自然環境の保全や生物
多様性の確保）
本県に残された優れた自然
は、県民にとってかけがえ
のない財産であり、自然環
境の保全や生物多様性の確
保を図るため、自然環境保
全地域等の指定・拡大、外
来種対策の実施等各種事業
を推進します。

Ⅱ（優れた風致景観の保
全）
　優れた自然の風致景観等
を有する自然公園は、県民
にとってかけがえのない財
産であり、その優れた風致
景観の保全に取組みます。
さらに県民ニーズの高い自
然志向等を踏まえ、身近な
自然とふれあえる場として
遊歩道等の再整備を図りま
す。

Ⅲ（人と野生鳥獣の共生）
　自然構成上、重要な要素
の一つである野生鳥獣は、
豊かな自然環境を形成し、
同時に人々の生活環境に欠
くことのできない存在で
す。このため、人と野生鳥
獣との共生を目指し、適正
な保護と管理に取り組みま
す。

拡大

拡大

拡大

拡大 現状維持

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

一般廃棄物（ご
み）の排出量

－
グリーン消費者モ
ニター数

Ｃ

一般廃棄物（ご
み）の 終処分量

－
環境経営セミナー
参加事業者数

Ｂ

一般廃棄物（ご
み）の再資源化率

－
エコタウンプラン
＊の中核的施設の
稼動数（累計）

Ａ

産業廃棄物の排出
量

－

ごみ処理広域化計
画の策定・指導
（新たな広域化で
行うブロック）

－

産業廃棄物の 終
処分量

－
千の葉エコプロ
ジェクト＊公表数
（累計）

Ｂ

産業廃棄物の再資
源化率

－

資源循環型社会形
成推進計画の策定
に取り組む市町村
の数

Ａ

Ⅳ（ごみの適正な処分を確
保するための許可・指導事
務）
ごみの適正な処分を確保す
るため、法令事務の適正な
執行を徹底するとともに、
必要な技術的援助や助言・
指導を行います。

一般廃棄物処理施
設への立入検査に
おいて指導を要し
た施設の割合

Ｃ

現状維持

Ⅴ（３Ｒの推進とごみの適
正な処分の確保に資する調
査・研究
）
溶融スラグ＊の利用推進や
公的関与による建設汚泥等
の有効利用システムや３Ｒ
の推進とごみの適正処分の
確保に資する調査・研究を
進めます。

溶融スラグ有効利
用量

－

現状維持

拡大

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 終処分量を
低減させる取組では、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。

バイオマスタウン
＊中核施設の設置
箇所数（累計）

拡大

現状維持

Ⅲ（資源循環型社会づくり
に向けたネットワークづく
り）
千葉県資源循環型社会づく
り推進会議を通して、県内
の様々な取組情報の提供や
新たな動向・課題を公表
し、資源循環型社会づくり
に向けた県民、ＮＰＯ、事
業者、行政等によるネット
ワークの拡大を図ります。

Ⅵ（バイオマス＊利用のた
めの企画、立案、実施）
バイオマス利活用の推進を
図り、バイオマスの有効利
用に向けた各種取組の企
画、立案、実施を行いま
す。

資源循環推
進課
廃棄物指導
課

環境と経済の好循環を
図りつつ、環境への負
荷を 小限にするた
め、廃棄物等の排出抑
制及び再資源化を促進
するとともに、 終処
分せざるを得ない一般
廃棄物について適正な
処分を確保します。

資源循環型社会
づくりの推進

Ⅰ（３Ｒ＊（廃棄物の排出
抑制、再使用、再資源化）
の推進とごみの適正な処分
の確保に向けた広報・啓
発・情報支援）
３Ｒの推進とごみの適正な
処分の確保を図り、モデル
事業や広報媒体等を活用し
た広報・啓発・情報支援を
通して、環境配慮型の生活
様式や事業活動の浸透・拡
大を図ります。

Ⅱ（３Ｒの推進とごみの適
正な処分の確保に向けた基
盤づくり）
廃棄物処理計画の策定や廃
棄物処理施設等の整備に係
る支援等を通して、３Ｒの
推進とごみの適正な処分の
確保に向けた基盤づくりを
進めます。

－

拡大 拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

産業廃棄物不法投
棄量
（投棄量10ﾄﾝ以上
の不法投棄箇所）

－
廃棄物適正処理対
策地区連絡会議の
開催回数

Ａ

産業廃棄物排出量 －

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

Ａ

産業廃棄物の再資
源化率

－
効率･効果的な支
障除去事業の実施

Ａ

産業廃棄物の 終
処分量

－
硫酸ピッチの不法
投棄箇所

Ａ

排出事業者に対す
る立入検査実施事
業所数

Ａ

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

無許可埋立て面積 Ａ
定期検査の実施回
数

Ａ

特定事業場
のホームページ掲
載箇所数

Ａ

Ⅱ（残土の適正な埋立の推
進）
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

Ａ

現状維持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

拡大

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
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。

産業廃棄物の不法投棄
や不適正処理の防止を
図り、産業廃棄物不適
正処理箇所における生
活環境上の支障の除去
に努めるとともに、適
正処理を推進し、産業
廃棄物の発生抑制、減
量化・再資源化を推進
し、循環型社会の構築
に努めます。
これにより、産業廃棄
物による環境への負荷
の低減を図り、人と自
然が共生できる社会を
目指します。

Ⅰ（産業廃棄物の不適正処
理の防止）
産業廃棄物の不適正処理を
防止するとともに、産業廃
棄物の不適正処理箇所にお
ける生活環境上の支障の除
去を図り、良好な生活・自
然環境の維持に努めます。

Ⅱ（産業廃棄物の適正処理
の推進）
産業廃棄物の適正処理を推
進するとともに、産業廃棄
物の発生抑制、減量化・再
資源化を図り、循環型社会
の構築に向けた動きを加速
させます。

廃棄物指導
課
資源循環推
進課

産業廃棄物の不
適正処理の防止
及び適正処理の
推進

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。

Ⅰ（残土の不適正な埋立の
防止）
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。

残土の適正な埋
立の推進

拡大 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

消費生活相談件数 Ｂ
消費者教育講座参
加者数

Ｂ

高齢者の被害防止
のための啓発

Ａ

消費生活相談員研
修会出席者数

Ｂ

市町村相談体制の
整備

Ｂ

ヤミ金融無料相談
会

Ｂ

Ⅲ（不当取引等防止事業の
実施）
　不当な取引方法を用いて
いる事業者や不当な表示等
により消費者を誘引してい
る事業者に対し、各種法令
に基づき指導、処分等を行
います。また、悪質商法等
の発生情報を迅速に提供す
るとともに、広域的な悪質
事業者に対しては、「四都
県悪質事業者対策会議」を
通じて、合同指導や処分を
行うなど監視・指導を強化
します。さらに、「四都県
公告表示等適正化推進協議
会」を活用して、表示等の
適正化を推進していきま
す。

特定商取引法に基
づく事業者指導・
処分件数

Ａ

拡大

拡大安心な消費生活の確保に
向けて、概ね順調に進ん
でいます。具体的には、
①講演会・講座の実施や
ホームページ、市町村広
報誌を活用した情報提供
などにより、消費者教育
啓発事業を総合的に推進
したことや高齢者の被害
防止のための啓発を行っ
たこと、②相談員の資質
向上を目的とした研修会
の実施や市町村、警察と
の情報交換を行う連絡会
議を実施するなど、相談
体制の充実を図ったこと
やヤミ金融を含む消費者
金融相談（ヤミ金融無料
相談会）を行ったこと、
③特定商取引に関する法
律や不当景品類及び不当
表示防止法等の各種法令
に基づき、広域的な悪質
事業者に対しては、「四
都県悪質事業者対策会
議」を通じて合同指導や
処分を行ったことなどが
挙げられ、消費者意識の
醸成を図るとともに消費
者の自立を支援しまし
た。
また、商取引・商品の多
様化に伴う消費生活相談
や違法な取立てを行うヤ
ミ金融、多重債務に係る
相談の増加への対応、す
べての市に消費生活セン
ターが設置されるよう要
請するなど、引き続き相
談体制の整備拡充を図っ
ていきます。

拡大

安心な消費生活
の確保

Ⅰ（消費者教育啓発事業の
推進）
　消費生活をめぐる契約上
のトラブルの未然防止・拡
大防止を図るため、県消費
者センターと連携し、広く
県民を対象にした講演会、
講座を実施するほか、ホー
ムページや市町村啓発誌等
を活用して消費者情報を提
供するなどの消費者教育啓
発事業を実施していきま
す。
　また、民生委員、ケアマ
ネージャー等高齢者の周辺
の者に対する消費者被害防
止のための情報提供や啓発
により、高齢者の被害防止
を図っていきます。

県民生活課 近年の商取引・商品の
多様化等から、消費者
をめぐる契約上のトラ
ブルが年々増加してい
ます。また、「振り込
め詐欺」（オレオレ詐
欺、架空請求詐欺等）
をはじめ、高齢者を
狙った悪質な訪問販売
や違法金利や悪質な取
立てを行うヤミ金融の
被害も後を絶ちませ
ん。
こうした被害をなく
し、県民が安心して消
費生活を送ることがで
きるよう、県として
は、高齢者を中心とし
た消費者教育啓発事業
の実施や相談体制の充
実を図るとともに、不
当取引等防止事業を実
施します。

Ⅱ（相談体制の充実）
　商取引・商品の多様化に
伴う消費生活相談や違法な
取立てを行うヤミ金融に係
る相談の増加に対応するた
め、相談体制を充実する必
要があることから、相談員
の資質向上を目的とした研
修会や県消費者センター、
市町村、警察が連携し情報
交換を行う連絡会議等を実
施します。
　また、すべての市に消費
生活センターが設置される
よう、引き続き要請するな
ど、相談体制の整備を図っ
ていきます。

拡大 拡大

34



検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

刑法犯認知件数 Ａ

（安全で安心なまちづくり
に関する広報啓発の推進）
　県民一人ひとりの防犯意
識を高揚し、安全で安心な
まちづくりを推進するた
め、市町村と連携した街頭
キャンペーンの実施、防犯
対策の事例等を掲載したハ
ンドブックの作成、自主防
犯活動を紹介したテレビ番
組とビデオ（DVD）の作
成、安全安心まちづくりシ
ンポジウムの開催など、各
種広報啓発を行います。

市町村と連携した
防犯キャンペーン
の実施数

Ａ

拡大

「防犯」について
「良いほう」と感
じる県民の割合＊

Ａ

（犯罪被害者等に対する支
援の推進）
　犯罪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、被害
者対応マニュアルの作成な
どの取組を進めます。

被害者支援のため
のマニュアル等の
作成・配布

Ａ

現状維持

現状維持

Ａ

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

（犯罪の起こりにくい環境
づくりの促進）
「安全で安心なまちづくり
に関する基本方針」に沿っ
て、それぞれの地域で犯罪
の起こりにくい環境づくり
を推進するため、住民や関
係機関による合同防犯現地
診断を実施し、防犯に配慮
した道路・駐車場等の整備
に取組みます。また、自治
会等による防犯パトロール
等の自主防犯活動を支援す
るため、市町村を通じた支
援を行います。

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。

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、平成14年に
は168,366件と過去 多
となりました。その
後、件数は減少傾向に
あり、平成17年は
131,037件と、ピーク時
の約78％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。
しかしながら、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※、
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
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。

安全・安心な生
活空間づくり

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

次世代を担う青少
年の健全育成、非
行防止を図るため
事業を推進しま
す。

Ｂ
青少年対策を総合
的に推進

Ａ

青少年相談員活動
の充実

Ａ

県下、全コンビニ
エンスストアに対
する立入調査の実
施

Ａ

県下、図書等自動
販売機に対する立
入調査及び指導の
実施
（対象：８０ヶ
所・４００台）

Ａ

県下、カラオケ・
マンガ喫茶・イン
ターネットカフェ
に対する立入調査
及び指導の実施

Ａ

各地域の青少年補
導センター事業及
び青少年補導
（委）員の充実と
活性化の促進
（対象：県下１８
市及び１地域）

Ａ

拡大

拡大青少年健全育成
対策

Ⅰ（心身ともに健やかな青
少年の育成）
青少年施策の今後進むべき
方向性を明らかにするとと
もに、地域及び各種団体並
びに各機関相互が連携を強
化し、総合的に推進してい
く計画を策定します。
また、心身ともに健やかな
青少年を育成するため、各
種の啓発活動や地域におけ
る青少年相談員活動の充実
を図るとともに、（財）千
葉県青少年女性協会が実施
している青少年育成千葉県
民会議事業等に対しての助
成や青少年活動の場となる
青少年女性会館の管理運営
を行います。

Ⅱ（明るく健全な環境づく
りの推進）
明るく健全な環境づくりを
推進するため、有害環境浄
化の徹底に努めます。
また、青少年の健全育成並
びに非行防止に関する諸問
題を総合的、計画的に実施
する青少年補導センターの
支援を図ります。

青少年相談員活動の充
実、コンビニ等店舗・図
書等自動販売機の立入調
査の実施等、各項目の目
標はほぼ達成されまし
た。
一方、青少年の健全育成
のための総合的な計画の
策定については、タウン
ミーティング等を県内各
地域で１０回開催し、県
民の皆さんからたくさん
の御意見や御提案をいた
だいたほか、学識経験者
や学生、公募の委員を含
めた計画策定委員会を設
置し、19年３月までに７
回の委員会を開催し計画
策定作業を進めました
が、計画の策定までには
至りませんでした。
今後は、計画の早期策定
を図り、「地域の子ども
は、地域で守り育てる」
ことを基本に、市町村、
地域住民、学校、ＮＰＯ
など、地域の関係機関や
団体とさらに連携を深
め、行政と県民との協働
により青少年健全育成対
策を展開していく必要が
あります。

次代を担う青少年が、
自主性と社会性を備
え、豊かな教養と広い
視野を持ち、心豊かで
健やかなたくましい人
間に
成長することが県民全
ての願いであり、青少
年が自ら夢を育み、生
き方を考えることがで
きる環境を整備すると
ともに、有害な環境か
ら青少年を守っていき
ます。

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

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

Ａ

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

Ａ

ＮＰＯ法人認証数
（累計）

Ｂ
身近で活動する団
体を知っている人
の割合

Ａ

Ⅱ（パートナーシップ型行
政の発展）
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。

ＮＰＯと県との協
働事業の件数

Ｂ

拡大

拡大ＮＰＯ立県千葉
の実現

ＮＰＯ活動
推進課

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ＮＰＯ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 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、ＮＰＯ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１
８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。

Ⅰ（県民・ＮＰＯ主導によ
る地域の課題解決力の強
化）
ＮＰＯの自立を促進し、Ｎ
ＰＯ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。

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、 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 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

芸術文化団体加入
者数

－
ちば文化交流ボッ
クスアクセス件数

Ａ

芸術鑑賞教室参加
者数

Ｂ

Ⅱ（県民参画による文化活
動の充実）
美術・邦楽・洋楽等の芸術
文化団体と県民の交流の促
進や県民が、自主的に取り
組む文化事業への支援を行
います。
また、文化団体等が協働し
て“文化のうねり”を巻き
起こすフェスティバルの開
催や、文化ボランティアと
公共施設との連携の促進、
公共施設の積極的な活用を
図ります。
さらに、国内外の若い芸術
家育成事業の支援を行いま
す。

千葉・県民芸術祭
参加者数

Ａ

拡大

Ⅲ（自然や文化遺産を生か
した千葉らしい文化づく
り）
古い街道を歩きながら千葉
の文化の素晴らしさを実感
してもらう「ちばの街道を
歩こう事業」や、千葉の文
化資源を幅広く調査する
「ちばの文化資源再発見事
業」を実施するとともに、
「民話」や「昔語り」を通
して地域文化の継承を図る
「民話の広場事業(仮称)」
を実施し、地域の魅力を高
め、観光資源としての活用
を図ります。

民話の広場(仮称)
事業参加者数

Ａ

現状維持

Ⅳ（県立文化会館指定管理
事業）
県民の福祉の向上と文化の
発展に資するために設置し
た県立文化会館４館の管
理・運営を指定管理者に委
託します。

県立文化会館利用
者数(県立4館)

Ｂ

現状維持

ちば文化の創造 Ⅰ（文化を創造するための
環境づくり）
多様な文化情報を提供する
ためのホームページを充実
させるとともに、県立文化
会館指定管理者やニュー
フィルハーモニーオーケス
トラ千葉による能や邦楽・
洋楽など各種芸術鑑賞事業
を行い、文化芸術に親しむ
機会の促進を図ります。
また、次世代を担う少年少
女の音楽文化の向上と振興
を図るため、千葉県少年少
女オーケストラの活動を支
援します。

文化振興課 歴史の中で脈々と受け
継がれてきた文化と、
現代社会の中で新しく
創造されていく文化と
が渾然と融合して、さ
らに新しい文化が生ま
れるような躍動的な動
き、いわば“文化のう
ねり”を創り出すこと
が大切であると考えま
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」を主体的に創
造するための環境整備
を進めます。

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、４
１，８５９人多く集計し
ていましたため、実際の
基準年の値は　　１４
８，９１７人となりま
す。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 拡大 拡大

38



検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

交通事故発生件数 Ａ
高齢者の交通事故
死者数

Ａ

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

Ⅱ（地域ぐるみ交通安全活
動の推進）
「交通安全推進隊」や交通
安全母の会など地域に密着
した交通安全活動を行うボ
ランティア等の幅広い活動
を支援します。
さらには、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。

交通安全推進隊員
数

Ｂ

拡大

Ⅲ（交通安全運動による広
報啓発活動の推進と交通安
全教育の充実）
特に、自転車販売店等と連
携した「自転車安全利用の
促進」、飲酒疑似体験装置
を活用した交通安全教育な
どによる「飲酒運転の根
絶」、交通運輸関係団体等
と連携した夕暮れ時の早め
のライト点灯運動による
「薄暮時対策」について積
極的に推進します。
事故多発時には「知事の非
常事態宣言」を発令し、県
民へ警鐘を鳴らすととも
に、緊急街頭啓発など即効
性のある対策を講じます。
県民総参加による交通安全
活動を推進するとともに、
県民の必要に応じた実践的
な交通安全教育の推進を図
ります。

シートベルト着用
率

Ｂ

拡大

Ⅳ（交通安全環境の整備）
交通事故多発箇所を対象
に、県、県警、道路管理者
（国、県、市町村等）、交
通安全関係機関・団体等が
共同して道路環境面につい
て、事故の要因を現地調査
して、対策を講ずる「共同
現地診断」を実施します。
また、「交通モニター」な
ど広く県民から道路交通に
おける安全施策に関する情
報・意見等を求めます。

共同現地診断計画
箇所及び重大死亡
事故等における現
地診断実施率

Ａ

現状維持

Ⅴ（被害者救済支援策とし
ての交通事故相談事業の充
実）
　交通事故に遭われた方々
にとっては、事後の対応や
精神的不安は切実な問題で
す。交通事故被害者対策と
して、「交通事故相談所」
に専門の相談員と弁護士を
配置し、相談業務を実施し
ます。また、臨床心理士を
配置し、心のケア対策を図
ります。

交通事故相談件数 Ｂ

現状維持

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、「安全で安
心して暮らせる社会」
実現のため、県民一人
ひとりが交通事故防止
を強く意識し行動する
「県民力」を養い、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
動を促すなど「地域
力」の向上を図り、交
通事故を確実に減少さ
せていきます。

拡大 拡大交通安全県ちば
の確立

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、交通事故の
発生件数や死傷者数も減
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。

Ⅰ（高齢者の交通事故防止
対策の推進）
高齢者ケアの実戦部隊とな
る社会福祉協議会、民生委
員児童委員協議会、老人ク
ラブや自治会に加えて「参
加・体験型交通安全リー
ダー研修」の修了者を啓発
者として、高齢者宅を直接
訪問して交通事故防止を訴
えるシルバーサポート活動
を展開します。

拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 施策展開の柱

終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

次年度以降の対応

スポーツ大
会局大会総
務課
スポーツ大
会局施設調
整課
スポーツ大
会局競技式
典課

平成２２年に千葉県で
開催予定の第６５回国
民体育大会及び第１０
回全国障害者スポーツ
大会に向けて、広く県
民の参加を募り、千葉
ならではの大会を開催
できるよう各種準備事
業を推進します。

第６５回国民体育
大会開催準備総合
計画の達成状況

Ｂ

Ⅰ（第65回国体千葉県準備
委員会総会等の開催及び先
催県の視察）
　総会を開催して大会開催
に係る基本方針等を決定し
ます。また、先催県の大会
の開催や施設整備等の状況
を視察します。

第６５回国民体育
大会千葉県準備委
員会総会等の開催
状況

Ａ 拡大

Ⅱ（国体基本構想の推進）
国体基本構想に沿って、国
体の事業化や、募金活動の
推進、600万県民のおもて
なし等を検討し、「千葉な
らではの国体」の実現に向
けた準備事業を進めます。

国体開催基本構想 Ｂ 拡大

Ⅲ（全国障害者スポーツ大
会基本計画の策定）
障害者スポーツの全国的な
祭典として、千葉ならでは
の大会となるよう、専門委
員会を設置・開催し、第10
回全国障害者スポーツ大会
基本計画を策定します。

全国障害者スポー
ツ大会基本計画の
策定状況

Ｂ 拡大

Ⅳ（広報活動の推進）
従来のポスターやリーフ
レットといった広報媒体に
とらわれずに、インター
ネット等のメディアを積極
的に活用します。
　また、マスコットキャラ
クターを決定し、１７年度
に決定した「愛称」「ス
ローガン」とともに、幅広
く広報活動を行い、２２年
の国体及び障害者スポーツ
大会の開催を県民のみなら
ず全国に発信します。

広報活動実施状況 Ｂ 拡大

Ⅴ（施設整備の推進）
　国体競技会場施設として
必要な市町村施設整備促進
を図るため、競技会場施設
整備計画及び市町村競技施
設整備事業費補助金交付要
綱を策定します。

競技会場施設整備
状況

Ｂ 拡大

Ⅵ（交通・輸送・警備業務
の推進）
開・閉会式会場の交通輸送
基礎調査を実施します。 交通輸送基礎調査 Ａ 拡大

Ⅶ（宿泊・衛生業務の推
進）
国体会場地市町村に対し，
第1次宿泊施設基礎調査を
行い
第1次基礎配宿を実施しま
す。その内容をもとに，宿
泊施設不足対策要綱を策定
します

第1次宿泊施設基
礎調査

Ａ 拡大

Ⅷ（競技団体活動費助成事
業及び競技役員等養成事業
の実施）
　国体開催競技の県内競技
団体に対して、各競技会開
催準備に必要な、活動費の
一部を助成します。また、
国体開催には、多数の競技
役員等が必要なため、実施
競技の円滑な運営を目的と
して、大会役員等養成の経
費の一部を助成します。

助成事業の状況 Ａ 拡大

第６５回国民体
育大会及び第１
０回全国障害者
スポーツ大会開
催準備事業

拡大 拡大第６５回国民体育大会開
催準備については、概ね
順調に進んでいます。
今年度新たに、第１０回
全国障害者スポーツ大会
開催のための専門委員会
「全国障害者スポーツ大
会専門委員会」を設立
し、競技会場地の選定を
行うなど準備は概ね順調
に進んでいます。
また、両大会の「マス
コットキャラクター」等
についても制定されまし
た。
なお、開催地が決定して
いない競技については、
市町村、競技団体等と協
議を重ねたものの、

終決定には至りません
でした。
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部局名：商工労働部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

事業所開廃業率の
逆転

－

中小企業製造品出
荷額
(従業員３００人
未満の事業所)

－

完全失業率 Ａ

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

Ａ

Ⅲ（産業地域育成に向けた
施策の企画・立案・実施）
幕張新都心地域、成田地域
等の産業地域の育成整備、
及び地域の視点に立った新
たな経済活性化策の企画や
立案、実施に取り組みま
す。

幕張新都心の1日
当たり来訪者数

Ｂ

現状維持

Ⅳ（幕張メッセの利用促
進）
幕張メッセの利用促進を図
り、県内産業の育成・支援
や、国際的な人材、情報、
文化交流を促進します。

幕張メッセ来場者
数

Ｂ

拡大

農水産品輸出の商
談成立件数

Ａ

中小企業の国際展
開支援実績

Ａ

最終成果指標
／上位成果指標

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

現状維持

次年度以降の対応

Ａ

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
上に向け、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
性化のためのさまざま
な施策の立案や、地域
の持つ発展性や可能性
を生かした産業地域の
育成強化に取り組みま
す。

内部管理事務、
総合調整事務、
経済活性化施
策・産業地域育
成施策の立案・
調整・実施など

中小企業振興条例
(仮称)の制定

拡大

Ａ

拡大

本県経済の活性化に向け
た各種施策の立案・調
整・実施、商工労働部内
の人員・予算等の内部管
理及び部内総合調整を適
切に実施しました。
　2007年アクションプラ
ンにおいて戦略プロジェ
クトとして位置付けられ
た「産業クラスター戦略
の推進による千葉県経済
の活性化」及び重点施策
である「元気戦略の総合
的展開による中小企業の
活性化」に掲げた諸事業
については概ね順調に進
んでいるほか、「ちば中
小企業元気戦略」、「千
葉県中小企業の振興に関
する条例」、「千葉県新
エネルギー産業の集積促
進に向けたプラン」を新
たに策定･制定し、県内
経済活性化を促進するた
めの基盤の充実が図られ
ました。
こうした中、平成18年度
末における県内の経済情
勢については、企業収益
や雇用情勢の改善が見ら
れ、個人消費も堅調に推
移するなど、緩やかな回
復が続いています。
しかし、景気回復の動向
は、地方経済を支える中
小企業にも波及している
とは十分にいえる状況に
なく、地域や業種による
格差も相変わらず確認さ
れます。
このため、景況の回復の
動きを多くの中小企業に
広げていくとともに、地
域的にも、業種的にも広
がりあるものとしていく
ことが求められます。

Ⅰ（総合調整及び内部管
理）
庁内関係部局、部内各課の
スムーズな連携のもと、部
の掲げる目標達成に向け
て、予算及び人的資源が効
果的に活用され、各種施策
が円滑に推進されるよう、
必要な調整等を図ります。

部内各課・職員の
業務等の状況を把
握し、予算及び人
的資源の適正かつ
効果的な活用を図
ります。

Ⅱ（経済活性化施策の立
案・調整・実施）
｢千葉県経済活性化推進会
議｣を中心とする産・学・
官・民の連携・協力のも
と、新産業創出などによる
地域産業力の強化、既存企
業の再生、産業の未来を支
える人づくりなど、本県経
済の活性化に向けた幅広い
取組を推進します。
特に、県内中小企業の振興
を図っていくため、中小企
業元気戦略、中小企業振興
条例(仮称)を策定し、これ
に基づき幅広い中小企業振
興施策を推進します。

Ⅴ（県内企業の国際展開支
援）
国際空港、港湾等を有する
本県の立地優位性を活か
し、県内企業による国際的
な販路開拓や事業展開を支
援します。

二次評価
結果

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

事業所開廃業率の
逆転

－
商工団体による経
営指導・相談件数

Ａ

商工団体の設立認
可

Ｂ

商工会等の合併 Ａ

経営革新計画の承
認件数（累計）

Ｂ

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

Ｂ

「ふさの国商い未
来塾」の修了者数
（累計）

Ａ

商店街地域連携モ
デル事業による実
現件数（累計）

Ｂ

Ⅳ（まちづくりと一体と
なった商店街の振興）
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、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推
進します。

現状維持Ⅰ（商工団体による小規模
事業者等支援活動の推進）
小規模事業者等の経営の安
定と向上を図るために、商
工団体による地域に密着し
た支援活動を推進します。

Ⅱ（中小企業等に対する金
融支援）
中小企業の継続的で円滑な
資金調達を確保するため、
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
業再生ファンド等企業再生
金融の展開を進めます。

経営支援課
経済政策課

多様な業種で構成され
ている中小企業は、地
域経済再生の先導役で
あり、豊かな県民生活
実現の担い手として重
要な位置を占めてお
り、その活動が活性化
されることが強く求め
られています。
そこで、中小企業の活
性化と地域経済の再生
を図るため、時代の変
化、経営環境の変化に
適時適切に対応して、
中小企業者の事業活動
を①組織化支援策、②
金融対策、③創業・経
営革新支援策、④商業
振興策等の視点から支
援します。

中小企業の事業
活動支援

中小企業製造品出
荷額
(従業員３００人
未満の事業所)

－

中小企業の事業活動支援
について、概ね適切に推
進しました。
地域における身近な支援
機関である商工会につい
て、市町村合併との整合
と組織強化を図るため、
市町村合併地域における
商工会等の合併を促進し
た結果、2地域6商工会等
が合併しました。
　また、県制度融資の大
幅な改正を行い、中小企
業を取り巻く金融環境の
変化に対応するととも
に、中小企業者に分かり
やすく利用しやすい制度
としました。さらに、地
域での資金循環を高め、
中小企業の資金調達手段
の多様化を図るため、無
担保で安定的な資金供給
を行う貸付債権担保証券
（CLO）の仕組みを活用
した融資（第３回千葉県
版CLO）を実施するな
ど、中小企業等に対する
金融支援に努めました。
　厳しい経営環境が続く
中小企業の活性化を図る
ためには、環境の変化に
対応し新たな事業に取り
組む経営革新制度の活用
が極めて有効な手段であ
り、中小企業の取組の推
進及び県と創業・経営革
新センター、商工会・商
工会議所等の相談支援機
関との連携を強化した結
果、18年度の経営革新計
画承認件数は142件とな
り、前年度比161％と大
幅に増加しました。
中心市街地の活性化につ
いては、県主催の説明
会・研修会の開催や地域
の勉強会への出席等によ
り、関係者に対するまち
づくり三法（都市計画
法、中心市街地活性化法
及び大規模小売店舗立地
法をいう。以下同じ。）
改正の意義、制度の周知
に努め、市町村の中心市
街地活性化法による基本
計画策定に向けた取組の
推進に、県として寄与で
きたと考えます。結果と
して県内7市において新
法による計画策定の意向
が示されています。
　県内企業の大部分を占
める中小企業の多くは、
資金、技術、人材等の経
営資源が十分ではなく、
経済のグローバル化や急
速に進展する人口減少、
少子高齢化などによる多
様な課題を抱えており、
引き続き総合的な支援が
必要となっています。

拡大Ⅲ（創業・経営革新の推
進）
　地域経済の活性化と雇用
拡大の原動力である元気な
中小企業創出のため、創業
を目指す意欲ある起業家や
経営革新に取組む中小企業
を積極的に支援します。

拡大

Ａ

現状維持

中小企業振興資金
融資額

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

事業所開廃業率の
逆転

－

重点産業分野の新
規事業開発・創出
件数

Ａ

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

Ｂ
バイオベンチャー
企業数

－

ソフト系ＩＴ産業
事業所数

Ａ

特許移転件数(知
的所有権センター
による移転)

Ｂ

産業支援技術研究
所の受託研究事業
件数

Ａ

地域ブランド認定
件数）

Ｂ

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

Ａ

産業振興課 県民がいきいきと暮ら
していくためには、県
内産業の持続的な発展･
成長が不可欠です。こ
のために、本県がポテ
ンシャルのある産業分
野を選択し、大学・研
究機関、企業､金融機関
等のネットワークを強
化し､地域資源を集中的
に投入しながら、高付
加価値の製品やサービ
スを生み出す産業クラ
スター戦略を推進して
いきます。このことに
より、本県経済の活性
化を目指していきま
す。

産業クラスター
戦略の推進によ
る千葉県経済の
活性化

Ⅰ（ネットワークの形成促
進）
　産業クラスターの形成・
発展を実現するためには、
産学官の連携推進体制など
ネットワーク形成が重要で
す。このため、産業クラス
ターの推進組織の体制強化
とその中核となる人材の確
保など産業クラスターの連
携･強化を図ります。

クラスター推進組
織の設置

現状維持

Ⅱ（研究開発･知的財産活
用支援）
　大学･研究機関､企業との
共同研究・技術開発を支援
することにより、新事業が
次々と創出していく環境を
整えていきます。また､そ
の際に生じる知的財産の保
護･活用の支援を充実して
いきます。

Ⅲ（創業から販路開拓まで
一貫した中小･ベンチャー
企業支援）
　中小･ベンチャー企業
は、本県産業の活力の源泉
であり､産業クラスター形
成の重要な担い手です。こ
のため､インキュベーショ
ン施設の整備促進や技術支
援、資金調達など創業から
販路開拓まで一貫した支援
を実施します。

Ａ

現状維持

現状維持

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、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 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

企業訪問件数 Ａ

立地意向企業に対
する現地案内回数

Ｃ

在日公館、外国経
済団体等訪問件数

Ｃ

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

Ⅲ（企業立地環境の整備）
補助金等の企業立地環境を
整備し、企業誘致施策の一
層の充実を図ります。 立地企業補助金補

助対象企業数
Ａ

拡大

立地済み企業への
訪問件数

Ａ

市町村等との連携
会議開催回数

Ａ

かずさアカデミア
パーク内における
企業等誘致件数
(累計)

Ａ
国際会議及び学術
会議の開催件数

Ｂ

かずさアカデミア
パーク内における
公的共同研究資金
等導入件数(累計)

Ａ
貸研究施設整備件
数

Ａ

かずさＤＮＡ研究
所の公的共同研究
資金等導入件数

Ａ

かずさＤＮＡ研究
所特許権出願件数

Ｂ

Ⅲ(魅力ある都市基盤・居
住環境の整備)
　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。

立地企業の満足度 Ａ

現状維持

Ⅳ(土地利用の効率化)
公的施設等を設置する際の
土地を確保し、円滑な事業
推進を図ります。

公的試験研究機関
用地等の適正管理

Ａ

現状維持

Ⅱ（外資系企業の戦略的誘
致）
外国経済団体と連携した誘
致活動の推進、「外資系企
業スタートアップセン
ター」による外資系企業の
支援、「ちば投資サポート
センター」によるビジネス
パートナー、人材、行政手
続き等の情報提供を行い、
外資系企業誘致の一層の促
進を図ります。

Ⅳ（顧客サービスの充実）
企業の立地の検討段階から
立地後のフォローアップま
で、企業からの相談窓口を
一本化することにより、顧
客サービスの充実に努めま
す。

かずさアカデミ
アパークの整備
及び研究所等の
集積

Ⅰ(研究所･企業の集積促
進)
　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。

現状維持

現状維持

県内への企業立地
件数

Ａ

企業立地課 企業誘致は、本県の経
済社会発展と県民福祉
の増進、すなわち新た
な就業の場の確保、所
得の増加、自治体税収
の増加、県内産業への
波及効果などを実現す
るための手段として実
施するものであり、県
政にとって極めて重要
な課題の一つです。こ
のため、地域ごとに立
地優位性を活かした効
率的な誘致活動を行な
い県内への企業の立地
を推進するとともに、
立地後の企業に対して
も継続的に行政ニーズ
を把握し、支援してい
きます。

企業誘致の推進

かずさアカデミアパー
クは、国内外から多く
の研究者が集い、世界
規模で研究活動が展開
されるサイエンス・
パークの実現を目指し
ています。「かずさＤ
ＮＡ研究所」を核とし
て、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
しながら、企業・大学
等の誘致に取り組みま
す。また、恵まれた自
然を生かしながら都市
環境の整備等を進め、
進出企業に魅力ある知
の創造空間を確立しま
す。

拡大

現状維持

現状維持

Ⅰ（戦略的企業誘致活動の
推進）
千葉県企業立地の促進に関
する条例及び千葉県産業ク
ラスター振興戦略に基づ
き、本県の強みを生かした
７つの戦略的重点分野に集
中・特化した企業アプロー
チを行い、市町村や民間事
業主体と連携しながら戦略
的な誘致活動を展開してい
きます。

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。
県の取り組みとして、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あ
りますが、関係機関に実
現に向けた働きかけを行
いました。

県内への企業立地が順調
に進展しています。

これは，
① 経済が回復基調と見
込まれるため，設備投資
意欲が堅調であること
② 補助制度を拡充した
こと等により，企業の千
葉県への関心が高まって

いること
③ 目標企業を絞って企
業訪問を積極的に行った
ことにより，県内への企
業立地に結びついたこと
④ 市町村との連携によ
り情報の共有化が進み，
企業ニーズに迅速に対応
することができたこと

等によるものと考えられ
ます。

Ⅱ(研究･交流の活性化)
　「東京圏ゲノム科学国際
拠点形成プロジェクト構
想」に基づき、融合生命科
学の研究拠点及び国際研究
交流拠点としての整備を進
めます。また、東京圏にお
ける他の拠点や県内の千葉
地域や柏･東葛地域などと
の連携を強化し、産学官の
広域ネットワークを構築し
ます。

現状維持 拡大

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

高圧ガスによる災
害事故の発生件数

Ｃ 保安検査の実施 Ｂ

土石砂利採取に伴
う災害事故の発生
件数

Ｃ
立入検査の実施
（①一般ガス等）
（②LPガス等）

Ａ

火薬類による事故
の発生件数

Ｃ 防災訓練等の実施 Ａ

保安講習会の開催 Ａ

立入検査の実施 Ａ

未廃止採取場の廃
止促進

Ｂ

未廃止採取場への
不法投棄の防止

Ｂ

無認可採取の防止 Ｃ

火薬類製造事業所
等への保安検査

Ａ

火薬類製造事業所
等への立入検査

Ａ

保安講習会の開催 Ｂ

電気工事士免状の
交付

Ａ

電気工事業者の登
録

Ａ

計量器等に係る立
入検査

Ａ

計量器等に係る検
定・検査件数

Ｂ

計量に係る講習会
の開催

Ａ

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

保安課 高圧ガスや火薬類の保
安対策を推進して事故
を防止するとともに、
土石砂利等の災害防止
対策の推進及び適正な
規模の採取場の実現を
図る等様々な行政施策
を推進し、産業の健全
な発展と県民福祉の向
上を図り、もって千葉
県経済の発展に寄与し
ます。

産業保安対策の
推進

Ⅰ（高圧ガス保安対策の推
進）
保安検査、立入検査の実施
により法律に基づく技術基
準の遵守に取り組むととも
に、事故時の初期対応のた
めに防災訓練等を実施しま
す。
また、自主保安を推進する
ために保安講習会を開催し
ます。

Ⅳ（電気保安対策の推進）
電気工事士免状を交付し、
電気工事の作業に従事する
者の資格及び義務を定める
ことにより、電気工事の欠
陥による災害の発生を防止
するとともに、電気工業を
営む者に対する登録の実施
及びその業務の規制を行う
ことにより電気工作物の保
安の確保を図ります。

Ⅴ（適正計量の推進）
適正な計量の実施を確保す
るため、製造事業者等の届
出、計量証明事業者の登
録、正確な特定計量器を供
給するための検定，商品販
売などで使用される特定計
量器の定期検査、消費者保
護のための商品量目などの
立入検査等を実施します。

Ⅲ（火薬類保安対策の推
進）
　火薬類取締法令で定めら
れた技術上の基準に、設備
等が遵守されているか確認
のため年2回立入検査を実
施するとともに保安意識向
上のため講習会を実施しま
す。
　また、火薬類関係事業所
に専門知識を有する者を派
遣し、保安上必要な事項の
徹底を図るため巡回指導を
年2回実施します。

産業保安対策の推進につ
いて、一部に課題があり

ます。
高圧ガスによる災害事

故、土石砂利採取に伴う
災害事故並びに火薬類に
よる事故の発生件数が、
基準年よりも増加しまし
た。今後は更に保安に係
る指導や自主保安意識の
向上を図っていきます。

Ⅱ（資源対策の推進）
　土石砂利採取に伴う災害
を未然に防止するために採
取場等への立入検査及び無
認可採取や不法投棄の早期
発見努めるとともに未廃止
採取場の廃止を促進しま
す。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

観光客入込数 Ｂ

旅行総消費額 Ａ

コンベンション等
誘致件数

Ａ
おもてなしリー
ダー育成研修参加
者

Ａ

経営アドバイザー
の派遣

Ｂ

県観光ホームペー
ジアクセス件数
（累計）

Ｂ

Ⅳ（県内コンベンションの
振興）
　コンベンションの誘致や
コンベンション主催者に対
する支援等を行い、コンベ
ンションの進行を図り、地
域経済の活性化と文化の向
上に努めます。

コンベンション等
誘致活動実施

Ａ

現状維持

Ｂ

現状維持観光課 観光は、商工業や農林
水産業に及ぶ裾野の広
い産業であり、地域経
済の活性化、雇用の創
出など非常に大きな波
及効果が見込まること
から、定住人口の減少
による地域活力の低下
が懸念される地域など
においては、今後、交
流人口を増やして、地
域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、総合的な視点から
取り組む２１世紀型の
観光地域づくり、新た
な観光産業の創出など
による地域経済の活性
化、戦略的なプロモー
ション活動の展開など
を進めます。
また、本県の観光の優
位性を活かしながら、
代表的な観光資源を活
用した観光交流空間づ
くりや観光を契機とす
る定住志向への対応、
観光分野のベンチャー
企業等への支援や新た
な観光事業者等の誘致
に向けた条件整備な
ど、観光の構造変革に
取り組むとともに、コ
ンベンションの誘致・
支援を戦略的に図りま
す。

観光立県千葉の
実現
コンベンション
の推進

Ⅰ（多彩な資源に包まれた
新しい観光空間づくり）
モデル事業を活用した先導
的な観光地づくりや、
「花」「海」などの観光資
源の発掘などの成果に加
え、「食」や「健康・癒
し」など本県の特色ある観
光資源の活用、さらには、
芸術、歴史文化、スポーツ
などを含めた多彩なエン
ターテイメントの提供など
により、新しい観光空間づ
くりを推進します。

Ⅱ（新たな観光産業の創出
などによる地域経済の活性
化）
　地域の魅力を高める様々
な取組みを地域経済の活性
化に結びつけるため、地場
産業の体質改善や新しい観
光関連産業の創出を図ると
ともに、人材育成の支援を
推進します。
また、地域活性化に資する
集客交流モデルの構築、新
しい観光の創造に挑戦する
ベンチャー企業等に対する
多角的な支援制度の創設な
ど観光事業者の誘致を促進
するための条件整備を行い
ます。

拡大

拡大Ⅲ（戦略的なプロモーショ
ン活動の展開）
　これまでのプロモーショ
ンへの取組みで培ったノウ
ハウや組織力を生かし、季
節別にターゲットを明確に
した積極的・効率的な活動
を実施し、送客側と受入側
双方の旅行商品開発を促進
します。
また、外客誘致について
も、対象国の特性に応じた
効果的なPRを実施するとと
もに、通訳案内サービス、
観光施設等における多言語
案内、ホームページによる
情報通信サービスなどの充
実を図り、外国人が安心し
て旅行できる環境づくりを
促進します。

・「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、ちばデスティネー
ションキャンペーンの実
施により、オール千葉県
での取組みが図られたこ
と、地域の観光資源を再
発見と積極的なＰＲによ
り誘客増加につながった
ことなどが挙げられま
す。
・「コンベンションの推
進」に向けて順調に進ん
でいる。その理由として
は、コンベンション等の
誘致件数が増加している
ことなどが挙げられま
す。

観光立県千葉モデ
ル推進事業地域選
定数（累計）

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

県内の完全失業
率

Ａ
地域求職活動援助
計画対象地域内の
有効求人倍率

Ａ

県内の有効求人
倍率

Ａ
委託訓練での就職
率

Ａ

雇用創出数 － 高年齢者相談件数 Ｂ

シルバー人材セン
ター会員数

Ｂ

生涯現役サポート
センター(仮称)
懇談会による関係
団体間の情報交換
の機会

Ｂ

Ⅱ（高齢者対策の推進）
　高い就労意欲を有する高
年齢者が、意欲と能力のあ
る限り働くことのできる雇
用環境の創出のため、臨時
的・短期的な就業機会とし
てシルバー人材センターの
充実のほか、職業　相談室
を設置し、高年齢者の就職
相談に応じます。
　また、新たに「生涯現役
サポートセンター」(仮称)
を創設し、雇用側・雇用さ
れる側のニーズに応じた雇
用・就業支援を行ないま
す。

拡大

現状維持雇用労働課 景気は回復に向けた動
きが続き、雇用情勢も
緩やかな改善傾向が見
られますが、県内の有
効求人倍率(*)は、全国
平均を大きく　　　下
回る水準で推移するな
ど、依然として厳しい
状況が続いています。
そのため、失業者が減
少しない主な要因であ
る「雇用のミスマッ
チ」(*)の解消による労
働移動の円滑化を図る
施策など、総合的な雇
用対策の企画・調整を
行います。
また、障害者には、関
係機関等との連携のも
と、個々の障害特性と
能力に応じた就業支援
と求人開拓を進め、少
子高齢化の　　　　進
展や２００７年問題と
される今後の団塊の世
代の退職による労働力
人口の減少等には、高
年齢者等の多様な働き
方に対応した　　　就
業支援体制の確立と産
業人材としての活用を
図ります。

雇用対策の推進 Ⅰ（雇用のミスマッチの解
消）
雇用のミスマッチの解消を
図るため、県内の一部地域
を 雇用開発地域として定
め、地域の実情に応じた各
種施策に 取り組みます。
また、民間専修学校等の教
育訓練機能を活用し、企業
の人材ニーズや求職者自身
のニーズに応じた多様な訓
練メニューを提供するとと
もに、就職支援アドバイ
ザーを配置することによ
り、再就職の促進を支援し
ます。

・雇用対策は、概ね順調
に進んでいますが、一部
に課題があります。
その理由として、県内の
有効求人倍率は目標を上
回っており（１９年２月
現在）、これは景気回復
局面の継続による業況の
好転により、企業が雇用
抑制から増加へ転じる動
きが多くなってきたこ
と、２００７年問題（団
塊の世代の大量退職）を
見据えた人材確保の動き
が強まってきたことが、
大きな要因として挙げら
れます。
なお、課題としては、景
気回復や団塊世代の引退
を背景とする雇用需要が
拡大している中で若年者
の失業率は依然として高
く、就職後の早期離職率
も高いなどの問題が挙げ
られます。
・高齢者対策の推進にお
いては、「高年齢者・
パートタイマー職業相談
室」の設置により、労働
相談や効果的な事業執行
に努めるとともに、就業
機会確保のためのシル
バー人材センター事業に
ついて、引き続き必要な
助成と指導育成を実施し
ました。職業相談室にお
ける相談件数は、実施市
の減少（平成１６年度１
３市→平成１８年度当初
１２市、７月以降１１
市）のため、目標値を下
回っておりますが、一定
の成果を挙げることがで
きました。
また、２００７年問題に
対応して、高年齢者の就
業を支援する｢生涯現役
サポートセンター｣を創
設し、高年齢者向けに、
キャリアコンサルタント
によるカウンセリングを
通じた多様な働き方につ
いての支援を行うととも
に、企業向けに高年齢者
の人材活用の好事例につ
いての情報発信を行いま
した。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

育児休業制度の取
得率
(女性雇用管理基
本調査：全国値)

－
仕事と家庭を考え
るセミナー

Ｃ

一般事業主行動計
画策定数(全国値)

－
ポジティブ・アク
ション(*)推進
セミナー

Ｂ

労働相談件数 Ｂ

労働大学講座受講
者数

Ａ

労働者福祉資金融
資制度の貸付者数

Ｃ

中小企業労働施策
アドバイザーの活
動日数

Ａ

ワーク／ライフ･
バランス(*)   セ
ミナー

Ｂ

［社員いきいき元
気な会社宣言］企
業数

Ｂ

企業経営者へのピ
ンポイント(*)の
周知啓発セミナー

Ａ

子育てお母さん再
就職支援センター
の設置

Ａ

Ⅰ（労働者の就業環境の整
備）
男女労働者が仕事と家庭
（子育て）を両立できるよ
うな　職場環境の整備を図
るため、企業の労務担当者
等を対象と　したセミナー
を開催し、育児・介護休業
法等の周知徹底を　図りま
す。

Ⅲ（労働福祉活動の促進）
中小企業に働く労働者の豊
かで充実した生活の安定と
福祉の向上を図ります。

現状維持

現状維持

現状維持労働福祉行政として
は、働き方、雇用形態
の多様化・流動化に対
応し、労働者が安定し
て働ける就業環境の支
援、また、労働者の生
活の安定を目的として
労使関係の安定、さら
に中小企業労働者の福
祉の向上を図り、勤労
者の方々が安心して働
き暮らせるよう支援を
行います。
また、企業の主体的な
取組みにより、男性を
含むすべての人の仕事
と生活のバランスのと
れた働き方や、仕事と
育児の両立など、ライ
フステージに対応して
意欲と能力が発揮でき
る雇用環境づくりを進
めます。

労働者福祉の向
上

・労働者福祉の向上に向
けて概ね順調に進んでい
ますが、一部に課題があ
ります。
この理由として、育児休
業制度の取得率について
は、１５年度と比較して
１７年度の女性は１．７
ポイント増加しており、
育児休暇の促進が図られ
ました。
しかし、男性では０．０
６ポイントではあります
が減少しており、男性も
含めたすべての人の仕事
と生活のバランスのとれ
た働き方や、仕事と育児
の両立という点で課題が
残りました。
また、「次世代育成支援
対策推進法」に基づく一
般事業主行動計画策定に
ついては、大企業につい
ては既に目標を達成して
おり、労働者が仕事と子
育てを両立できるような
就業環境の整備について
は一定の成果を挙げるこ
とが出来ました。
一方、中小企業について
は、策定は義務づけられ
ていませんが低率にとど
まっており、十分に進ん
でいない状況です。その
理由として、中小企業に
とっては、育児休業等に
伴う過大な負担増への懸
念があること等が挙げら
れます。
今後、中小企業における
両立支援の取組みを推進
していくうえで、過大な
負担に対する懸念を解消
させ、人材の確保にも繋
がるなど経営上も役に立
つことをいかに理解して
もらえるかが課題となっ
ています。
・　健全で安定した労使
関係の確立とその定着を
促進するため、労働相
談、労働教育講座、労働
関係諸調査等を実施しま
した。
・　中小企業に働く労働
者の豊かで充実した生活
の安定と自主的福祉活動
を推進するとともに、事
業所の経営の安定や災害
防止等の啓発を促進しま
した。
・　男女雇用均等法等の
周知徹底を図るため、セ
ミナー等を開催し、女性
労働者等の就業環境を整
備しました。
・　子育て中あるいは子
育て後の女性の再就職
ニーズは年々高まってき
ていることから、18年７
月に「子育てお母さん再
就職支援センター」を
オープンし、個別のニー
ズに応じたきめ細かな相
談や再チャレンジに向け
て基礎的な知識などを学
ぶグループワーキングの
実施、スキルアップのた
めの情報を提供する「ち
ば女性のチャレンジサイ

Ⅳ（雇用環境づくりの支
援)
・企業の次世代育成支援対
策の取組促進
・子育てお母さん再就職支
援センター(仮称)の設置

現状維持 現状維持

現状維持Ⅱ（労使コミュニケーショ
ンの促進）・
労使間のトラブルを未然に
防止し、健全で安定した労
使　関係の確立とその定着
を促進するとともに、県民
の皆様が　直面する労働に
関する様々な問題を解決で
きるよう支援　します。ま
た、併せて労働者のメンタ
ルヘルス(*)対策にも取り
組みます。
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

産業人材の育成

完全失業率 Ａ
高等技術専門校の
就職率

Ａ

委託訓練での就職
率

Ａ

Ⅱ（技能振興）
技能の維持･継承を図るた
め、技能検定制度の推進を
図るとともに、優秀な技能
者等への顕彰を行います。
また、中小企業の熟練技能
の維持･継承について支援
します

技能検定受験者数 Ａ

現状維持

県内の完全失業率 Ａ

Ⅰ（若年者の就業促進）
教育、雇用、産業政策が横
断的に連携しながら、就業
支援、職業観の醸成及び職
業能力開発を進めること
で、若年者の 就業促進及
び離職率の低下を目指し、
次代を担う若年者の 産業
人材育成に寄与します。

ちば若者キャリア
センターの利用者
数

Ａ

現状維持

企業における障害
者雇用率

Ａ

Ⅱ（障害者の就業支援）
　一人でも多くの障害者が
個々の障害特性や能力に応
じて、住みなれた地域で働
くことができるよう、障害
者就業支援　キャリアセン
ターを中核として、ハロー
ワークや市町村、　社会福
祉施設等と連携し、障害者
側と企業側の両面から多様
な就業支援を進めます。

障害者就業支援
キャリアセンター
からの就労者数

Ｂ

現状維持

産業人材課 産業人材の育成について
は概ね順調に進んでいま
す。県立高等技術専門校
の就職率は平成１５年度
より６．９％増加し８
０．２％となり、委託訓
練の就職率は平成１５年
度より１５．２％増加し
５７．９％となったこと
や、技能検定試験受講者
は平成１６年度より３９
９名増加し３，３０９名
となり一定の成果を上げ
ることができました。一
方、テクノピラミッド利
用者は３９，７２０名と
目標に達しなかったこと
から、基幹人材等の育成
及び事業所の主体的取組
みをさらに推進する必要
があります。

雇用対策の推進

社会経済環境の大きな
変化を背景に職業能力
開発に対する関心や要
望が高まり、多様化し
ていることから、時代
にあった職業訓練を実
施して県民の就業を支
援するとともに、技能
の向上・継承や基幹人
材の育成等を支援し、
産業の活性化を図りま
す。

雇用対策の推進について
は概ね順調に進んでいま
す。規模別の障害者実雇
用率は、大企業が高く、
達成企業の割合は全ての
規模の企業で上昇しまし
た。産業別の実雇用率は
製造業で7年ぶりに上昇
に転じ、建設業は大幅に
上昇しました。

若年者の就職支援、職
業観の醸成、産業人材
育成の支援及び企業の
採用支援を進めます。
また、障害者には、関
係機関等との連携のも
と、個々の障害特性と
能力に応じた就業支援
と求人開拓を進め、少
子高齢化の進展や２０
０７年問題とされる今
後の団塊の世代の退職
による労働力人口の減
少等に対応した就業支
援体制の確立と産業人
材としての活用を図り

ます。

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持Ⅰ（職業訓練の推進）
　就業を希望する県民への
支援のため、県立の高等技
術専門校での職業訓練及び
民間専修学校等を活用した
委託訓練を推進するととも
に、認定職業訓練校への指
導等を行います。
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部局名：農林水産部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

農業産出額 －

他部局や部内各課
の連携により、農
林水産政策を総合
的に推進するこ
と。

Ａ

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

Ｂ

公共事業評価委員
会において外部委
員による事業評価
を行い、効率的な
執行及び透明性の
確保を図ること。

Ａ

遊休農地解消モデ
ル地区の設置数

Ａ

女性の起業家・グ
ループ数

Ｂ

女性の認定農業者
数

Ａ

女性の農業委員数 Ｃ

Ⅱ（適切な組織運営）
　本県農林水産業の一層の
発展のため、限られた人
員・財源で最大限の力が発
揮されるよう農林水産部の
適切な組織運営のための組
織人事、部課内の調整を
図ってまいります。

部内職員の業務等
の遂行状況を把握
し、適正な組織運
営を実施するこ
と。

Ａ

現状維持

農業産出額 －

農林水産試験研究
機関や部内各課と
の連携により、農
林水産技術会議を
推進すること。

Ａ

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

Ｂ

試験研究機関課題
評価専門部会にお
いて外部委員によ
る課題評価を行
い、試験研究機関
における効率的・
効果的な試験研究
を推進すること。

Ａ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
※属人：漁業経営
体の所在地におけ
る生産量

－

内部管理業務、総合的な
農林水産政策の立案・調
整を適切に実施しまし
た。
　その理由として、①他
部局や部内各課と連携
し、農林水産政策の推進
を図ったこと、②適正な
組織運営に努めたこと、
③公共事業評価の実施に
より、公共事業の効率的
な執行及び透明性の確保
を図ったこと、④農山漁
村における男女共同参画
に関する施策の推進を
図ったこと、⑤モデル事
業の実施により、遊休農
地解消の推進を図ったこ
となどが挙げられます。

Ⅰ（農林水産試験研究活動
の強化）
試験研究機関、部内各課と
の連絡調整を図り、農林水
産試験研究活動の強化、農
林水産技術会議の推進、研
究進行管理や外部評価の実
施を図り、試験研究機関と
関係機関との連携強化に努
めます。

Ⅰ（農林水産政策の立案・
調整）
　部局・部内各課の連絡調
整を図り、農林水産政策の
立案・調整、公共事業評価
の実施、全県的な遊休農地
再生運動の展開、農林水産
業における男女共同参画の
推進、予算・決算管理、県
議会に関する事務等を行
い、本県農林水産業の発展
に努めます。

農林水産試験研究活動の
強化に向けて順調に進ん
でいます。
その理由として、①試験
研究機関課題評価専門部
会において外部委員によ
る課題評価を行い、試験
研究機関における効率
的・効果的な試験研究を
推進したこと、②農林水
産業の分野における研究
活動の推進及びその成果
の普及促進を図るため、
「千葉県農林水産部・千
葉大学園芸学部連携推進
協議会」を開催したこ
と、③「農林水産部所管
試験研究機関研究アドバ
イザー登録制度実施要
領」を策定し、試験研究
に関する専門的な知識と
経験を有し、試験研究の
実施に際し、助言等を行
うことができる者を研究
アドバイザーとして登録
し、試験研究機関の要請
に応じて活動する制度を
設けたことなどが挙げら
れます。

－

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

拡大

次年度以降の対応

農林水産政
策課

地域に根ざし、県民に開
かれた試験研究機関を目
指して、地域の要請に
沿った試験研究を実施し
ます。そのため、消費者
や生産者のニーズを把握
し、関係者が共通認識を
持って研究計画を立案、
課題を設定し、外部評価
によって県民の理解を促
進し、研究進行管理を実
施して、成果の確実な普
及・定着を目指します。
農業、畜産、森林及び水
産の各研究機関相互、行
政、普及及び教育部門と
の連携を強化し、限られ
た人員や予算等の研究資
源を適正に配分し、生産
者団体や民間との共同研
究や受託研究による外部
資金の導入を図ります。

農林水産試験研
究活動の強化

千葉県は全国有数の農林
水産業県として、600万人
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。
このような中、農林水産
業を取り巻く環境は、担
い手の高齢化と減少、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ＷＴＯ（世界貿
易機関）農業交渉等に伴
う国際化の進展、産地間
競争の激化など、多くの
課題を抱えています。
　そこで、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
もって受け入れられる｢千
葉ブランド｣の確立を目指
し、消費者の視点を踏ま
えた農林水産業への質的
転換を図っていきます。
　さらに、農林水産業に
従事することで幸せが実
感できる元気な経営体を
育成し、国際化の波に対
抗できる力強い農林水産
業を展開していきます。

総合的な農林水
産政策の立案・
調整

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
※属人：漁業経営
体の所在地におけ
る生産量

二次評価
結果

拡大 拡大

現状維持 現状維持現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

農業産出額 －

農協、漁協、森林
組合
常例検査実施団体
数

Ａ

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
※属人：漁業経営
体の所在地におけ
る生産量

－
決算ヒアリング指
導の団体数

Ａ

検査指摘の改善等
ヒアリング

Ａ

農業共済常例検査
実施団体数

Ａ

条件にあった申請
に対しての補助金
等の交付

Ａ

Ⅱ（生産活動高度化の実現
に向けた金融支援）
　担い手の創意、工夫によ
る生産活動高度化の実現に
向けた金融支援を行いま
す。

借受希望者に対す
る融資率

Ａ

現状維持

農協、漁協等検査対象の
経営状況、内部管理体

制、前回検査指摘事項を
検討・分析し、真の組合
員のための組織として健
全かつ適正に運営される
よう検査、指導を行いま

した。
　融資については、農林
水産業者の創意工夫を尊
重しつつ、経営の健全化
を確保するための指導を
して低利の融資等を行い

ました。

Ⅰ（協同組合の適正な運営
の確保）
　農林水産業の担い手の生
産活動がより高度化するよ
う支援組織である協同組合
の適正な運営を確保するた
めの検査・ヒアリング・指
導を行います。

団体指導課 本県の基幹産業といえ
る農林水産業の担い手
が活力を持って生産活
動に従事できるよう農
協や漁協など、その支
援組織ともいえる農林
水産関係団体の適正な
運営を確保するととも
に、常にニーズに対応
した事業展開が図られ
るよう事業改革を支援
し、さらに担い手の規
模拡大や新事業への取
組みに、また被災した
際の再生産に必要な金
融支援を行います。

農林水産関係団
体の適正な運営
と制度融資によ
る金融支援

現状維持 現状維持現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

ちばエコ農産物栽
培面積

Ｃ
ちばエコ農業産地
指定地区数

Ａ

ちばエコ農産物品
目数

Ａ

エコファーマー認
定数

Ａ

食品販売店等にお
ける食品品質適正
表示率

Ｂ

ちば食育ボラン
ティアの登録者数

Ａ

ちば食育ボラン
ティアの活動報告
数

Ａ

Ⅳ（都市と農山漁村の交流の推
進）
農林水産業と観光産業などが連
携した新たな取り組みとして、
『大地と海の「グリーン・ブ
ルーツーリズムｉｎちば」推進
方針』により、都市と農山漁村
の交流など千葉県型グリーン・
ブルーツーリズムを推進しま
す。
このため、多様な地域資源を活
用した体験農業活動や魅力ある
交流拠点等の整備を図り、都市
農村交流や地域の活性化を推進
します。

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）

Ｃ

現状維持

Ⅴ（中山間地域等の活性化）
自然・経済・社会的条件が不利
な中山間地域において、農業生
産活動を継続することで、耕作
放棄の発生を未然に防止し、多
面的機能の維持・増進、地域社
会の活性化を図ります。

中山間地域等直接
支払制度に取り組
む集落協定数（個
別協定を除く）

Ａ

現状維持

Ⅵ（バイオマス※利活用の推
進）
食品関連事業者から排出される
食品残渣等の再生利用等の実施
率の向上を目指す「食品リサイ
クル」を推進し、環境と調和の
とれた循環型社会の構築を図り
ます。
＊バイオマス：生物由来の有機
性資源という意味です。薪など
の木材資源、木質・古紙ぺレッ
ト、家畜の糞尿、生ごみ、食品
工場からでる廃棄物などのメタ
ン発酵ガス、使用済みのてんぷ
ら油からディーゼル用の燃料、
天然ゴムやオリーブオイルなど
です。）

バイオマス利活用
施設設置数（累
計）

Ｂ

現状維持

現状維持

安全・安心な農産物の安
定供給と地域農業の活性
化に向けて概ね順調に進
んでいます。
その理由としては、次の
ような事項が挙げられま
す。
Ⅰ　ちばエコ農業の推進
については、
産地の指定数と品目数や
エコファーマー認定数が
目標を上回ったほか、栽
培面積も　　　３，３１
０ヘクタールまで拡大し
ましたが、目標には達し
ませんでした。
Ⅱ　食の安全・安心体制
の整備については、
食品表示の適正化を図る
ため、販売店などへの巡
回指導を強化しました
が、食品販売店等におけ
る食品品質適正表示率
は、５６％と目標には達
しませんでした。
Ⅲ　食育の推進、食と農
林水産業の理解増進
ちば食育ボランティアの
登録数とその活動報告件
数が、目標を上回ったほ
か、千葉県食育推進計画
（仮称）の策定に当たっ
て開催した地域タウン
ミーティングやシンポジ
ウムにより、県民の食育
に対する関心が高まりま
した。
Ⅳ　都市と農山漁村の交
流の推進
「グリーン・ブルーツー
リズム担い手養成塾」の
開催等により、グリー
ン・ブルーツーリズムイ
ンストラクターが９名増
加し、４８名となりまし
た。
Ⅴ　中山間地域等の活性
化
新たに市原市及び長南町
で中山間地域等直接支払
交付金制度の取組が開始
されました。交付金の支
払農地面積は１，０９１
ヘクタールで、これらの
農地では、耕作放棄地の
発生が未然に防止され、
中山間地域の多面的機能
の維持・増進が図られま
した。
Ⅵ　バイオマス利活用の
推進
バイオマス利活用の推進
活動により、食品関係者
等の意識啓発が図られま
したが、利活用施設の増
加には至りませんでし
た。

Ⅰ（ちばエコ農業の推進）
消費者の農産物に対する安全・
安心への要望に応えるため、
「ちばエコ農産物」の生産拡大
が求められています。
このため、県認証制度の充実強
化や産地拡大のための普及
啓発対策を実施します。
　さらに、「ちばエコ農業応援
団」を核とし、生産・流通・消
費の連携を深め、「ちばエコ農
業」に対する理解の促進と消費
拡大を図ります。

Ⅲ（食育の推進、食と農林水産
業の理解増進）
子どもの頃から「食」の大切さ
を教えるとともに、「食」を通
じて健康づくりや地域の食文化
への関心を高めていくことが重
要です。
このため、食育を学校や地域、
家庭で推進し、食と農の大切さ
をみんなで実感し、健康と農林
水産業を大きく育んでいくよう
目指します。
また、食育基本法に基づく、食
育推進計画を策定します。

安全・安心な農
産物の安定供給
と地域農業の活
性化

Ⅱ（食の安全・安心体制の整
備）
食品表示の適正化を図るため、
販売店などへの巡回指導を強化
し、消費者が安全で安心な農林
水産物を適切に選択できるよう
推進します。
また、食の安心を確保するた
め、生産から流通・販売の各段
階で生産履歴情報等を追跡する
ことができるトレーサビリティ
システムの導入を推進します。
さらに、地域特産作物等への農
薬登録の適用拡大を図り、併せ
て農薬使用基準の周知徹底とと
もに、農薬による事故防止及び
農薬の適正な流通・使用の推進
と残留農薬分析を実施します。

安全農業推
進課

食の安全への関心や、食
へのこだわり、新鮮でお
いしい農産物など様々な
県民ニーズの高まりに応
えるため、「食の安全・
安心システム」の構築を
はじめ、「千葉ブラン
ド」の象徴である「ちば
エコ農産物※」の安定的
な生産や「食」と「農」
の大切さを理解し、健康
と農林水産業を育む「食
育」の展開を図り、全国
に誇れる日本一の安心農
林水産物「千葉ブラン
ド」の確立を目指しま
す。
　また、都市に住む人々
などが、豊かな自然や景
観が残る農山漁村地域に
滞在し、地域の自然・文
化・産業などの体験や各
種イベント等への参加を
通じて、地域との交流を
楽しむグリーン・ブルー
ツーリズム※の展開によ
る都市と農村の交流の推
進、地域資源を活用した
魅力ある交流拠点や市民
農園等の整備を図り、地
域農業の活性化を目指し
ます。
＊ちばエコ農産物：生産
履歴記帳が義務付けられ
ており、農薬、化学肥料
を５０％以下に減らした
農産物（千葉県が認証す
るもの）です。
＊グリーン・ブルーツー
リズム：都市に住んでい
る人々などが緑豊かな農
山漁村に出かけ、農家民
宿などに滞在し、その地
域の自然、文化、産業等
を体験したり、まつりや
イベントに参加して余暇
を楽しむこと。

現状維持 現状維持拡大

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

農業産出額 －

Ⅰ（優良農地の確保、保全
の促進）
　農業生産の基礎的資源で
あるとともに、県土保全機
能や環境保全機能を有する
優良農地を確保・保全し、
農業の発展に向けて調整事
務を推進します。

農用地区域内農地
面積

－

農業産出額 －
水田のほ場整備率
（標準区画３０
アール以上）

Ａ

生産農業所得 －

用排水施設の整備
後の果発生面積
(受益面積) （累
計）

Ａ

認定農業者数
　※農業経営者が
概ね５年後を見通
した農業経営改善
計画を策定し､市
町村長が認定した
農業者等をいう

Ａ

ほ場整備を実施し
た地区の経営体の
数（認定農業者＋
生産法人）（累
計）

Ａ

農地利用集積率
（作業受委託含
む）
※農地の賃借等に
より意欲と能力の
ある経営体に集積
されている農地の
割合

－

Ⅱ（土地改良施設の維持管
理）
広域的かつ公共性が高く、
また高度な管理技術を要求
される国営施設や、大規模
な県営土地改良施設等につ
いて、適正な維持保全と運
営を図るため、県が管理し
ます。また、施設を管理し
ている土地改良区などへ指
導・助言を行います。

土地改良施設の維
持保全整備箇所数
（累計）

Ａ

（生産振興・基盤整備対
策の実現に向けて順調に

進んでいます。）
研修会等を開催したこと
により、市町村の農用地
利用計画について、市町
村が主体的にかつ適切に
取り組むようになりまし

た。
また、農業振興地域整備
計画の変更について、従
来、多くの市町村から法
定要件等の問合せがあり
ましたが、研修後は問合
せが減り、主体的に判断
する市町村が増えまし

た。

「ちば」の食と
農をささえる
水・土・里づく
り

農業の生産性の向上や効
率的かつ安定的な農業経
営を営むためには、良好
な営農条件を備えた農地
を確保し、有効利用を図
ることが重要です。
　このため、地域の特性
に応じた自然環境の保全
や美しい景観の形成等に
配慮しつつ、農地の大区
画化や水田の汎用化、
用・排水の整備等の農業
生産基盤整備を推進し、
生産性の高い農業の確立
と活力ある経営体の育成
を図ります。
　また、土地改良区等の
適切な管理による長寿命
化などの「予防保全対
策」を併せ行うことによ
り、食料の安定供給を図
るための優良農地や土地
改良施設を将来にわたっ
て良好な状態で保全し、
さらに、農業農村が持つ
多面的機能を増進し、地
域社会・自然環境等への
貢献を目指します。

耕地課

農地は､農業生産にとって
最も基礎的な資源であ
り、農地はいったん損な
われると、その復旧に非
常な困難を伴うことか
ら、農業にとって貴重な
財産である農地を良好な
状態で未来に引き継いで
いくことがきわめて重要
です。
　また、農地は、適切な
農業生産活動を営むこと
によって、洪水の調整、
水源のかん養、土砂崩壊
の防止、景観保全など、
さまざまな公益的機能を
持っています。
　このように、農地は単
なる私的な財産ではな
く、社会全体にとって公
共性の高い資産であると
いう認識を新たにし、
農地の有効利用のための
適正な利用規制を行って
いくべきです。
　そこで、優良農地の維
持・確保のための推進方
策を明らかにし、適正な
土地利用が行われるよう
関係機関が一体となった
推進体制を整備していく
ものとし、農地を農業生
産活動や県土保全、自然
環境保全など、県民に
とってかけがえのない財
産として確保を図りま
す。

農地課 優良農地の確
保、保全の推進

・　「『ちば』の食と農
をささえる水・土・里づ
くり」による生産性の高
い農業の確立と活力ある
経営体の育成に向けて概
ね順調に進んでいます。
その理由として、厳しい
予算の中で効率的な予算
配分とコスト縮減及び計
画の見直しを行い、農業
生産基盤の整備を実施し
た結果、
①　ほ場整備では２地区
（受益面積１８０ヘク
タール）が完了し、省力
化・労働生産性の向上が
図られたこと。
②　用排水施設の整備で
は、新たに５７９ヘク
タールについて農業用水
の安定供給と排水整備が
図られたこと。
③　土地改良施設の維持
管理では、施設の現況調
査及び機能診断を行い、
その結果に基づき対策工
事を実施したことによ
り、土地改良施設の長寿
命化が図られたこと。
などにより、収量の増
加、安定生産など農業生
産の増大に大きく寄与し
ました。

Ⅰ（生産性の向上に向けた
生産基盤の整備･振興対
策）
意欲のある経営体が効率的
かつ安定的な営農ができる
生産基盤の整備を推進し、
農業の構造改革を加速さ
せ、優良農地を将来にわた
り適切に維持・保全してい
きます。

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

農業産出額 －

農業集落排水整備
率（累計）

Ａ

広域営農団地農道
整備供用延長
（累計）

Ａ

Ⅲ（農地の保全と災害の防
止）
老朽化した、ため池等の農
業用施設や地すべり地域に
おいては、降雨地震等によ
り災害を受ける恐れがあり
ます。自然災害を未然に防
止するため農地や施設の整
備を行い農業経営の安定と
県土の保全を図ります。

ため池等整備箇所
数
（要整備箇所数１
７７箇所）
（累計）

Ａ

拡大

Ⅳ（土地改良区の指導・検
査）
土地改良区の運営の健全
化、適正化を確保するた
め、指導を行うとともに土
地改良区の検査を実施しま
す。

土地改良区の指
導・検査対象地区
数

Ａ

現状維持

Ⅴ（地域資源の保全・維持
管理等）
地域が主体となった農地・
農業用施設等の適切な保全
及び維持管理を推進しま
す。

農地・水・農村環
境の保全向上
活動モデル地区

Ａ

拡大

農業産出額 － 集落営農組織数 Ａ

新品種育成数
（７年度からの累
計）

Ａ 新規就農者数 Ａ

認定農業者数 Ａ
農村女性起業家等
数

Ｂ

農地利用集積率
（作業受委託を含
む）

－ 新規就農相談件数 Ａ

定年帰農者等就農
促進講座参加者数

Ａ

農地の利用権設定
等面積

Ａ

普及に移した農業
技術件数

Ａ

ゴルフ場における
農薬使用削減技術
開発件数（累計）

Ｂ

Ⅲ（食の安全・安心対策の
推進）
ちばエコ農産物の産地拡大
などを推進し、消費者に安
全・安心な農産物を安定的
に供給します。

「ちばエコ農産
物」技術開発品目
数（累計）

Ａ

現状維持

農業生産基盤・農村生活
環境基盤の整備による生
産性の高い農業の確立と
安定的な農業経営、及び
活力ある住み良い農村社
会を実現に向けて概ね順

調に進んでいます。
　基盤整備促進事業によ
る水田の汎用化や、農業
集落排水事業や広域営農
団地農道整備事業による
農村生活環境の改善、た
め池等整備の農地防災事
業による災害の防止と県
土の保全、及び農地・

水・農村環境の保全向上
活動による地域資源や農
村環境の保全向上が図ら

れました。
　また、土地改良区への
指導・検査により土地改
良区の運営の健全化、適
正化を確保しました。

Ⅱ（技術開発と普及）
千葉県独自の品種開発など
革新的な農業技術の研究・
開発に取組み、農業者への
普及を図り、農業経営の改
善と消費者ニーズに沿った
農産物の生産を進めます。

農業改良課 農林業従事者の高齢化
が進んでおり、将来の
担い手確保が危ぶまれ
ています。また、輸入
農林水産物の急増など
から大産地千葉県の地
位が揺らいでいます。
このため、農業経営や
農村生活などに役立つ
技術を研究・開発し、
各地域の農林振興セン
ターなどが、県内の農
業者にわかりやすく伝
えるとともに、農業と
農村を担う多様な人材
や組織の育成と産地づ
くりに加え、生産から
流通・販売に至るネッ
トワークづくりを支援
し、消費者に「安全で
安心・新鮮でおいし
い」農畜産物を安定的
に供給できる体制づく
りを推進します。

生産振興・経営
支援対策の推進

Ⅱ（住みよい農村の整備）
都市地域に比べて遅れてい
る農村地域の下水道、農道
等のインフラ整備を行い、
生活環境の向上と地域の活
性化を図ります。

農村整備課 農業・農村は食料・農産
物の安定供給の機能以外
に県土保全、自然環境保
全、水源かん養等の多面
的機能の役割を担うとと
もに、都市住民への潤い
や安らぎを与える貴重な
空間であることから、農
業・農村の持続的発展の
ため農業生産基盤の整備
や農村の振興のための農
村生活環境基盤の整備及
び地域資源保全施策等を
推進する必要がありま
す。
そこで、農業生産の維
持・向上と農家経営の安
定、農村生活環境の改
善、水質保全、災害の防
止や農村住民の安全、地
域主体の農地・農業用施
設の適切な保全及び維持
管理等を図るため、土地
改良総合整備事業をはじ
め基盤整備促進事業及び
農道整備事業、農業集落
排水事業、農地防災事
業、資源保全事業等の推
進及び土地改良区の指導
検査等を実施して、生産
性の高い農業の確立と活
力ある住み良い農村社会
を実現します。

農業生産基盤・
農村生活環境基
盤の整備

Ａ

Ⅰ（生産性の向上に向けた
生産基盤の整備・振興対
策）
米の需給動向に応じた多様
な作物が栽培できるよう
に、暗渠排水等の生産基盤
の整備を行い、水田の汎用
化と高度利用を推進し、食
料の安定供給と生産性の向
上を図ります。

現状維持

現状維持

土地改良総合整備
事業実施後の
水田の汎用化面積
（累計）

生産振興・経営支援対策
を適切に実施し、
①農業と農村を担う多様
な人材や組織の育成と産
地づくり
②生産から流通・販売に
至るネットワークくり
③安全で安心・新鮮でお
いしい農畜産物の安定的
な供給体制づくり
を推進しており、概ね順
調に進んでいますが一部
に課題があります。
その理由として、
認定農業者数が目標を大
幅に上回り、5,606人・
法人に増加しました。
また、新規就農者数は２
１２人と平成１７年度に
続いて200人を上回りま
した。
さらに、新品種として、
ベゴニア２品種「クリー
ミーファンタジー」・
「アプリコットファンタ
ジー」、イチゴ２品種
「桜香」」・「紅香」が
育成されました。
一方、農地の利用集積率
は、増加傾向にはあるも
のの、農産物価格の低迷
等から規模拡大には消極
的な農業者が多く、その
加速化は困難な状況にあ
ります。

Ⅰ（担い手・産地・ネット
ワークづくりの推進）
農業を支える多様な担い手
の育成を図るとともに、特
色ある産地づくりと生産か
ら流通・販売に至るネット
ワークづくりを支援し、本
県農業の維持・発展を図り
ます。
また、農地の利用集積と遊
休農地の活用等による経営
規模の拡大や農業法人の育
成、農業用施設整備への助
成などにより、認定農業者
等の経営基盤の強化を支援
します。

拡大

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

園芸関係産出額 －
百貨店における販
売促進フェア－の
開催回数

Ａ

農産関係産出額 －
房総定期市の開催
日数

Ａ

水田利用率 －
販売戦略会議の開
催回数

Ｂ

ちばエコ農産物販
売協力店数

Ｃ
販売促進セミナー
の開催回数

Ｂ

県内外食品関連業
者との商談会開催
回数

Ａ

千葉丼創作クッキ
ングコンテスト
応募点数

－

輸出に取り組む団
体数

Ｂ

卸売市場審議会の
開催回数

－

Ⅳ（水田農業構造改革対策の推
進）
地域水田農業ビジョンの早期実
現を目指して、集落農業ビジョ
ンの策定、千産千消を進めるモ
デル地区の育成、収益性の高い
集団転作など、農業者と地域水
田農業推進協議会の主体的取組
を支援します。

集落農業ビジョン
の策定数（累計）
　「集落農業ビ
ジョン」とは、集
落の農業者の話合
いと合意形成に基
づいて、集落農業
の将来方向と担い
手の育成・確保に
ついて明確化した
もの

Ｃ

拡大

園芸施設化面積 Ｂ

大型集選果施設整
備数

Ａ

県産米の需要量 Ａ

県産米の需要量 Ａ

Ⅵ（環境にやさしい農業の推進）
農産物の高品質・安定生産と環境へ
の負荷軽減を図るため、家畜排泄物
や稲わら等の地域資源の活用、農
薬・化学肥料の節減などに取り組む
「環境にやさしい農業」を推進しま
す。

土壌分析・診断件
数

Ｂ

拡大

プラスチックリサ
イクルセンターに
おける農業用廃プ
ラスチックの処理
量

Ｂ

(18年度)
生産振興課
(19年度
)生産振興
課・
安全農業推
進課

国際化の進展や産地間
競争の激化など、多様
化した社会経済状況の
中で、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
開を推進し、全国第１
位の園芸や本県を代表
する作物である米・甘
しょ・落花生の維持・
拡大に努めます。
また、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
安定供給を進めます。
特に、「千葉ブラン
ド」の象徴である「ち
ばエコ農産物」の安定
的な生産に努めます。
併せて、県民の健康で
豊かな生活を推進する
千産千消や、首都圏を
中心に全国の消費者に
も県産農産物を提供す
る「千産全消」の販売
促進活動を展開し、全
国に誇れる「千葉ブラ
ンド」の確立を目指し
ます。
さらに、農業者が主役
となった米の生産調整
システムの構築と水田
農業の構造改革を進め
るため、地域の作物生
産や販売戦略、水田の
利活用及び担い手の育
成等の将来方向を市町
村ごとに明らかにした
「地域水田農業ビジョ
ン」に基づいて農業者
の主体的な取組を支援
し、国際化に対応でき
る「活力ある水田農
業」の確立に努めま
す。

園芸・農産作物
の生産振興と販
売促進

Ⅰ（「千葉ブランドの確立」に
向けた販売促進対策）
消費者の求める安全・安心な農
産物の供給を目指す「ちばエコ
農業（農産物）」を中心とした
県産農林水産物のブランド化と
「千産千消・千産全消」を推進
するため、県内はもとより首都
圏や全国に向けて情報の受発信
や販売促進活動を展開し、県産
農産物のイメージアップと新た
な販路の開拓に取り組みます。

Ⅱ（消費拡大対策の推進）
　ごはん食の推進体制の整備
し、県民を対象に健康面に優れ
たごはん食の普及･定着を促進
するとともに、水田農業に対す
る理解の促進、県産農林水産物
を活用した日本型食生活の推進
など、米の消費拡大に取り組み
ます。
また、本県産農産物の新たな販
路開拓を行うため、輸出戦略の
参考となる調査を実施するとと
もに、輸出商品の開発などの取
組を支援します。

Ⅰ　「千葉ブランドの確立」向けた
販売促進対策を概ね適切に実施しま
した。
その理由として、①食品産業等の実
需者の多い都内・首都圏を中心に積
極的なセールス活動を実施したこ
と、②「ちばエコ農産物」の販売協
力店の登録数が拡大されたこと、③
生産販売情報を消費者に提供する
「教えてちばの恵み」ホームページ
の運用が開始（7月）されたこと、④
ちばの「食」産業連絡協議会が設立
され、連携のもと見本市・商談会(２
回)や現地見学会が開催されたこと、
⑤公募事業により県内はもとより首
都圏や全国に向けて効果的な販売促
進活動が展開されたこと、などが挙
げられます。
一方、「ちばエコ農産物」の理解浸
透を図っているところですが、認知
度は高いとは言えないので、販売店
や供給量の拡大と併せて、引き続き
積極的なＰＲに努める必要がありま
す。

Ⅱ　消費拡大対策を概ね適切に実施
しました。
米の消費拡大対策については、①米
を使った伝統郷土料理の紹介・実演
や料理教室の開催、②各種啓発活動
等を実施することにより、ごはん食
の普及・定着を推進しました。
農産物の輸出促進対策については、2
団体の取組を支援し、①香港、シン
ガポールなどで販売促進活動、商談
活動の実施、②これまで取組のな
かったＥＵ（英国）へのテスト輸出
など、農産物輸出の促進に向けて一
定の成果を上げることができまし
た。一方、輸出相手国の輸入禁止品
目などの制限事項、輸送コストや関
税等による価格競争力の低下など、
輸出の取組を促進する上での課題が
あります。
また、植木については、5団体の取組
に支援し、オランダ・ベルギー・イ
タリア・中国等への試験輸出の行
い、造形樹を中心とした本県産の植
木の評価が高かったことなどから、
輸出による販路拡大の可能性が高い
ことが判明しました。

Ⅲ　流通体制の整備・合理化対策を
概ね適切に実施しました。
その理由として、①卸売市場の活性
化の実現に向け、卸売市場が行う産
地や実需者等と連携した商品　　開
発、販売促進の取り組みを支援した
こと、②県内の公設5卸売業者及び民
営5卸売業者に対して検査を行ったこ
と、などが挙げられます。

Ⅳ　水田農業構造改革対策を概ね適
切に実施しました。
その理由として、①52市町村におい
て、米の数量調整事務が円滑に実施
されたこと、②県水田農業推進協議
会において、集落農業ビジョンや地
域水田農業ビジョンの策定及び実現
を推進したこと、③水田を活用した
少量多品目生産と直売の取組が6市町
村・7事業主体で行われたこと、④
麦・大豆等の集団転作の取組が20市町
一方、14の地域水田農業推進協議会の

Ⅴ　地域特性を生かした個性豊かな産
その理由として、園芸作物については
米や特産作物では、①水稲（5回）や落
千葉ブランド産地支援事業では、こだ
病害虫防除については、①病害虫発生

Ⅵ　環境にやさしい農業の推進・バイ
　その理由として、①エコファーマー

Ⅶ　農業における環境対策を概ね適切
その理由として、①農業用廃プラスチ

Ⅲ（流通体制の整備･合理化）
　県内卸売市場を生鮮食料品等
の基幹的なルートと位置付け、
将来にわたりその役割を果たす
ことができるよう、卸売市場の
競争力の強化並びに活性化に取
り組みます。

Ⅴ（地域特性を生かした個性豊かな
産地づくり）
県内園芸産地の生産力を強化拡大す
るため、産地が主体となった新たな
産地戦略の構築と実行を推進しま
す。
また、高品質・安定的な生産、園芸
産地の規模拡大及び低コスト化を推
進するため、施設化や共同利用機
械・施設の整備を進め、「おいし
さ・安全・安心・新鮮」な園芸品目
を消費者に提供します。
米及び麦・大豆等の主要作物につい
ては、地域や集落の担い手を確保し
つつ、地域特性を生かした低コスト
で高品質な産地づくりを進め、実需
者ニーズに即した安定供給体制の確
立を図ります。
落花生などの特産作物については、
全国的に主要な産地として品質の向
上や低コスト化を進めます。
さらに、個性豊かな産地づくりを進
めるため、こだわり農産物の産地
化、実需者との連携による商品開
発・販路開拓などの取組を支援しま
す。
併せて、安全安心を確保するため、
生産管理記帳の運動に取り組みま
す。

Ⅶ（農業における環境対策の推進と
啓発）
病害虫発生予察情報の迅速な提供
や、農薬を減らす新たな防除技術の
確立、侵入病害虫の警戒調査など、
適切な病害虫防除を推進します。
また、園芸用廃プラスチックの千葉
県園芸用プラスチックリサイクルセ
ンターでの適正（再生）処理を推進
し、資源の有効利用、農村環境の保
全及び施設園芸の健全な発展を図り
ます。
さらに、中山間地域を中心に、野生
サル・シカ・イノシシ等による農作
物への被害防止対策を推進します。

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
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施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

畜産関係産出額 －
牛の飼養管理情報
データベース参加
団体数

Ａ

豚トレーサビリ
ティ実施出荷頭数

Ａ

Ⅱ（流通体制の整備･合理
化）
１　生乳流通コストの低減
を図るため、酪農生産者組
織の再編と併せ、流通の合
理化を進めます。
２　おいしくて、生産履歴
のわかる県産畜産物の販売
を促進します。

県内酪農組織の合
併後の数

Ａ

拡大

酪農ヘルパー酪農
家参加率

Ｃ

飼料生産請負集団
数

Ａ

畜産経営を改善す
る指導件数

Ａ

乳用牛能力検定の
参加牛の割合

Ａ

和牛繁殖雌牛の飼
養頭数（２歳以
上）

Ａ

千葉県産ブランド
和牛の生産頭数

Ｃ

牛を放牧する箇所
数（累計）

Ａ

遊休農地等の利活
用面積

Ａ

Ⅵ（（都市と農山漁村の交
流の推進）
千葉県酪農のさとにおい
て、酪農・畜産に関する県
民の理解向上、都市と農村
の交流促進及び畜産振興と
地域活性化に努めます。

「酪農のさと」へ
の来園者数

Ａ

現状維持

家畜排せつ物にお
ける簡易処理施設
から恒久的な処理
施設へ改善する農
家戸数

Ｃ

堆肥利用促進集団
育成数（累計）

Ｂ

Ⅴ（地域の特性を活かした
個性豊かな産地づくり）
１　牛を放牧して荒廃した
遊休農地や里山等を再生・
活用するとともに、有機畜
産物ＪＡＳ（日本農林規
格）に対応した牛の放牧管
理方法を確立します。
２　遊休農地等の解消を図
るため、飼料畑等への再
生・利用集積による飼料自
給率の向上とたい肥の有効
利用による資源循環型農業
の展開を図ります。

Ⅰ（食の安全･安心体制の
整備）
牛・豚の生産履歴を明確に
記録し、それら情報を必要
に応じて消費者等に提供で
きるシステムを構築しま
す。

Ⅲ（農林水産業を支える経
営体・担い手の育成）
１　ゆとりある酪農、肉用
牛、養豚経営の確立を図る
ため、
　ヘルパー（作業補助）制
度の充実強化を図ります。
２　自給飼料生産を効率的
に進めるため、飼料生産請
負集団の育成や作業機械施
設等の整備を進めます。
３　多様化した畜産技術の
指導体制を強化するため、
熟練した畜産技術者等によ
る支援システムを推進しま
す。
４　肉用子牛の安定的な生
産を図るため、肉用子牛生
産者補給金制度の推進を図
ります。
５　経営感覚に優れた生産
性の高い畜産経営体を育
成・支援します。

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

畜産振興の推進

Ⅶ（バイオマス利活用の推
進）
畜産農家における家畜排せ
つ物の適正管理と有機質資
源としての有効活用を推進
します。
（ﾊﾞｲｵﾏｽ：生物由来の有機
性資源）

畜産振興の推進について
は、目標の達成に向けて
概ね順調に進んでいま
す。
　食の安全・安心体制の
整備、経営体・担い手の
育成や個性豊かな産地づ
くりなどの広範な施策を
円滑に推進した結果、指
標の多くが目標値を達成
していることから、畜産
経営の持続的な発展が期
待され、全国でも有数の
畜産関係産出額の確保が
見込まれる状況にありま
す。

Ⅳ（生産性向上に向けた生
産基盤の整備・振興対策）
１　消費者の求める良質で
安全な畜産物を提供するた
め、　家畜改良等により能
力の高い家畜を確保・増殖
するとともに、生産技術水
準の向上と需給動向に即し
た計画的な生産を促進しま
す。
２　家畜伝染性疾病の発生
予防、まん延防止のため、
生産農家における検査・調
査・指導等を実施し、サー
ベイランス（監視）体制を
強化するとともに、慢性疾
病等による家畜の損耗防止
を図ります。

拡大

現状維持

拡大

拡大

現状維持

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

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）

Ｂ

森づくり計画書
（森林施業計画
書）作成説明会開
催数

Ａ

県産木材の利用量 Ａ

森づくり支援交付
金（林業整備地域
支援交付金）対象
面積

Ｂ

山地災害危険地区
の防災工事着工箇
所数（累計）

Ａ
保安林整備事業実
施箇所数

Ａ

水源地域整備事業
実施箇所数

Ａ

林道開設延長（累
計）

Ｂ

県産材を使用した
公共施設建設数

Ｃ

溝腐病※で罹病し
たサンブスギ材の
製材数量

Ａ

サンブスギ利用
（素材）材積
（累計）

Ａ

山地治山事業実施
箇所数

Ｂ

地すべり防止事業
実施箇所数

Ｂ

海岸保安林機能低
下森林の面積

Ａ

教育の森利用者数 Ａ

Ⅳ（みどり環境の利活用の
拡大）
県民特に小中学生を主体と
して、の森林・林業への理
解を深めるため、小・中学
校の近郊に認定してある教
育の森の　利用を推進しま
す。
そして、教育の森の利用者
に対しては、森林活動の指
導者を紹介したり、作業用
具の貸し出しを行います。

林務課 　森林は、木材等の林
産物の供給をはじめ、
山地災害の防止、水源
のかん養、自然環境の
保全、保健文化的利用
の場の提供から、二酸
化炭素の吸収・貯蔵や
生物多様性の保全まで
多面的な機能をもって
います。この森林のも
つ多面的な機能を高度
に発揮させるために
は、森林を適切に保
全・整備するととも
に、森林における植林
から下草刈、間伐、主
伐、県産材の利用に至
るまでの林業生産活動
のサイクルを計画的か
つ、継続的に行うこと
が必要です。
また、最近の異常気象
の多発による山地崩壊
や海岸における津波・
高潮の被害に対して、
危機意識を持つことが
多く、森林がこれらの
災害の防止や軽減に重
要な役割を果たすこと
が求められています。
このため、県民が森林
の多面的な機能の効用
を享受できるような環
境の創造を目指して、
多彩で活力があり、災
害に強いちばの森林づ
くりと森林の保全整備
活動を担う林業の活性
化を推進します。そし
て、森林の再生に結び
つく　県産材利用の拡
大と「サンブスギ」の
ブランド力の強化並び
に県民が利用できる教
育の森や保安林等の環
境整備を　推進しま
す。

森林の保全と総
合利用の推進

Ⅰ（多彩なちばの森林づく
りの推進）
①　持続的な林業生産活動
のサイクルを構築していく
ため、森林所有者等が計画
的かつ、合理的な森づくり
を行う計画である森林施業
計画の作成を推進し、その
計画が確実に　実行できる
よう各種の支援を行いま
す。
②　森林の整備には必要不
可欠である林業生産活動の
活性化を図るため、森林組
合等の体質強化や労働安全
衛生対策等への支援を通し
て、林業担い手の確保・育
成を進めます。
③　森林所有者等に対し
て、林業技術の改善及び林
業経営の合理化を図り森林
整備等を促進するため、林
業に関する　技術・知識の
普及と森林施業に関する指
導等を行います。
④　森林の持つ多面的な機
能の維持増進を図るため、
保安林において森林の造
成・保育及び土地の適正管
理等の森林　保全・整備対
策を進めます。
⑤　林地開発の一層の適正
な誘導を行うため、関係条
例の　制定に向けて検討を
進めるとともに、指導体制
の確立を　図っていきま
す。
⑥　森林施業を適正かつ効
率的に実施するための基盤
施設である林道を整備する
ため、計画的な路網整備と
通行の　安全確保対策を推
進します。

Ⅱ（ちばの木の需要の拡
大）
①　県産木材（ちばの木）
の良さの啓発や需要を拡大
する　ため、県産木材を使
用したモデル木造施設の製
作展示や　建築士等による
木造住宅の相談会を開催し
ます。
②　「サンブスギ」のブラ
ンド力の強化とサンブスギ
材の　利用拡大を啓発する
ため、生産されたサンブス
ギの流通・加工への支援や
県内で木造住宅を建築しよ
うとする人に、モニター調
査のための内装用木材を提
供します。
③　森林の伐採や製材の過
程で発生した未利用の端材
などの木質バイオマスの利
活用の推進を図るため、有
効利用と需要の拡大を図る
施策等 検討を進めますⅢ（災害に強い森づくりの
推進）
①　県民が安心して生活で
きるために、山地災害危険
地区の再点検を行うととも
に、山地の崩壊等の恐れの
ある場所で治山工事等を実
施して災害の防止を図り、
災害に強い　　森づくりを
推進します。
②　海岸地域における地域
の防災や環境の保全に寄与
する海岸防災林の保全・整
備を図るため、森林の手入
れや保安林の土地を保全す
るための対策工事を行いま
す。
③　台風や大雨等の自然災
害により発生した治山・林
道施設の災害を復旧し、機
能の早期回復を図るため、
復旧対策　工事を行います

森林の保全及び総合利用
の推進について、概ね適
切に実施しました。
県の取組みについては、
①森林づくりの推進につ
いて、森林施業計画の認
定推進に向けた　　説明
会の開催のほか林業担い
手対策や保安林整備も適
切に実施したこと、②サ
ンブスギ材の　ブランド
化のための製材や利用に
ついて順調に推進できた
こと、③林地の保全と災
害の防止は、予算が減少
した中で工法の検討や工
事コストの削減等に努め
た結果、概ね目標を達成
したことや、④教育の森
の利用について利用者数
が約20％目標を上回った
ことなど、一定の成果を
上げることが出来まし
た。一方、森林施業計画
の認定面積については、
説明会や森林調査等の活
動はしたものの、認定が
翌年度にずれ込んだこと
に伴い目標を下回る結果
となりました。

現状維持 現状維持現状維持

現状維持

現状維持

大幅に縮
小
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

里山条例に基づく
里山活動協定件数

Ａ
みどりのボラン
ティア登録数

Ｂ

民有林の森林育
成・保育面積

Ａ

県営林の森林育
成・保育面積

Ｂ

サンブスギ林再生
面積

Ｂ

緑化の推進と森
林の保護

緑化の推進と森林の保護
に向けて概ね順調に進ん
でいます。
この理由として、①里山
の保全整備を図るため、
里山条例に基づく協定の
認定を目標の１５件達成
したこと、②健全な森林
を育成するための下刈・
間伐などの保育をほぼ目
標に達していることが挙
げられます。

みどり推進
課

Ⅰ（森林の利活用の促進）
「千葉県里山条例」に基づ
き、森林の中でも県民に
とって身近な里山を、県、
市町村、県民、企業等が協
働して整備し、多様な活動
を図りつつ里山の持つ良さ
を次代に引き継ぐため、里
山活動協定の締結促進と里
山活動の推進を図るととも
に、里山活動の担い手を育
成します。
また、広く県民に森林に親
しみ、楽しんで理解しても
らうとともに、「癒し効
果」などの森林の多面的な
機能を有効に活用する場と
して、６か所の「県民の
森」の利用を促進します。

Ⅱ（森林資源の保全と育
成）
　健全な森林を育成するた
めに、造林、下刈り、間伐
などの保育作業を、民有林
及び県営林で推進します。
また、北総地域のサンブス
ギ林に溝腐病の被害が蔓延
して森林の機能低下が生じ
ているため、多面的な機能
を発揮できる健全な森林へ
の再生を推進します。
さらに、森林病害虫の防除
を適切に実施し、健全な森
林の保全と育成を推進しま
す。

現状維持 現状維持　森林は，日々の生活
に潤いを与えるのみな
らず、生物多様性の確
保，地球温暖化の防
止、災害の防止，健康
づくり
レクリェーションの場
等々さまざまな機能を
有しています。このた
め、優れた森林を県民
共有の財産として、次
世代
に引き継いでゆくこと
を目指します。
　近年は、木材価格の
低迷や林業の担い手不
足等により森林整備へ
のインセンティブが低
下し、森林の荒廃が進
んで
います。このような状
況から脱却し、人と森
林の良好な関係を取り
戻すため、森林所有者
等に対する各種の支援
を行
うとともに、森林整備
の新たな担い手として
市民ボランティア、Ｎ
ＰＯ、企業等への働き
かけを行い、県民参加
によ
る新たな森林づくりを
推進します。
　県民参加の新たな森
林づくりを目指す上
で、千葉県里山条例に
基づく里山活動の促進
は核となる重要な施策
です。
そのため、里山活動協
定の締結促進、里山セ
ンターを通じた里山団
体への各種支援策等を
積極的に展開します。

現状維持

拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

海面漁業・養殖業
生産量（属人）＊
属人：漁業経営体
の所在地における
生産量

－

Ⅰ（食の安全・安心体制の
整備）
水産加工業者等に対し、
JAS法に基づく表示の徹底
を指導してまいります。

加工業者及び直販
所の食品表示のた
めの巡回指導

Ａ

現状維持

水産加工品生産量 －
ホームページ「千
葉さかな倶楽部」
アクセス件数

Ａ

漁業就業者数 －
朝揚げ水産物直送
便

Ａ

千葉ブランド水産
物の認定品数

Ｂ
のり養殖業が使用
する機器の整備

Ａ

学校給食への千葉
県産水産物の提供
校数

Ａ

学校、福祉施設栄
養士との交流会等
の開催

Ｂ

漁業活動共同実践
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ｃ

水産業実習者の受
入

Ｃ

経営改善計画の認
定

Ａ

Ⅲ（食育の推進・生産者と
消費者相互の理解と信頼の
確立）
学校給食や料理教室を通し
て、水産業への理解増進へ
の取組を行うととともに、
水産加工業者と高齢者福祉
施設関係者との交流を通じ
て魚食普及を図ります。

水産課 本県では、海域特性に
応じた多様な漁業が存
在し、四季折々の旬の
魚を供給していること
から、今後とも安全で
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、
海面利用におけるルー
ルの周知、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。

水産物の安定供
給と水産業の健
全な発展

・水産物の安定供給に向
けて、概ね順調に進んで
います。
　この理由として、①朝
揚げ水産物直送便におい
て、新たに内房地域の水
産物を柏市消費地卸売市
場に届けるルートの確立
を図ったこと、②航路及
び漁場環境の改善のため
に澪浚渫を計画通りに実
施し生産性向上に向けた
生産基盤の整備等を図っ
たこと、③「千葉ブラン
ド」の確立を図るため、
県内で漁獲、水揚げされ
た新鮮でおいしい水産物
（地魚）や高品質の水産
加工品等を「千葉ブラン
ド水産物認定品」として
８品目認定したことが挙
げられます。
・水産業の発展に向け
て、概ね順調に進んでい
ます。
　この理由として、①新
規漁業就業者を確保する
ため、漁業就業希望者に
対して1週間の短期漁業
研修及び新たな試みとし
て新規自営漁業就業者2
名に対し１ｹ月の長期研
修を実施したこと、②水
産業の普及推進を図るた
め、水産教室への講師派
遣、普及指導員による新
技術定着試験を実施した
こと、③次世代の漁業経
営確立のため、一般の高
校生を対象としたイン
ターンシップの実施及び
漁業技術研修を実施した
ことなどが挙げられま
す。

Ⅱ（新鮮でおいしい千葉の
さかなのブランド化）
県内で漁獲、水揚された新
鮮でおいしい水産物（地
魚）や付加価値を高めた高
品質の水産加工品等を産地
や消費地で安定的に供給
し、「千葉ブランド」の確
立を図ります。
また、漁業者が行う品質向
上、他県産品との差別化等
に資する施設整備や検査体
制に対し、支援します。

Ⅳ（農林水産業を支える経
営体、担い手の育成）
漁業者の育成のため、水産
業普及指導員を通じ漁業技
術及び知識の普及、教育を
行なうとともに、漁業士及
び青壮年女性グループの自
主活動を支援します。併せ
て意欲ある漁業者集団（中
核的漁業者協業体等）が、
創意工夫をもって行なう漁
業経営改善への取組みを推
進します。
漁村内外から漁業希望者を
受け入れ、活気ある漁村を
形成するため、水産高校生
等に対する水産業インター
ンシップ（学生が在学時に
企業等で業務を短期間経験
すること）、新規就業希望
者に対する漁業技術研修を
実施します。
また、漁業者の経営管理能
力の向上のため、個別漁業
経営体の経営診断を行いま
す。
さらに、漁協の経営改善を
図るため、漁協職員の能力
向上のための研修を実施し
ます。

拡大 拡大

拡大

現状維持

現状維持

59



検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

航路及び漁場環境
の改善のための澪
（水の通路）の浚
渫

Ｂ

漁船を係留する船
溜の整備

Ｃ

操業の省力化、効
率化や水産物の付
加価値を向上させ
るための施設の整
備

Ａ

Ⅵ（水産資源の増大と持続
的利用の推進）
資源の持続的利用を図るた
め、生産管理対策として、
密漁防止等の施設整備を支
援します。
併せて県内の漁業や水面利
用に関するトラブル等を防
止するため、海面利用ルー
ルの周知を強化し、秩序維
持を図ります｡

密漁防止暗視カメ
ラの設置

Ａ

拡大

Ⅶ（都市と農村漁村の交流
の推進）
漁家民宿、漁業体験や直売
所をめぐるスタンプラリー
を実施します。また、デス
ティネーションキャンペー
ン（地方自治や地元関係者
とＪＲ６社等が実施する
キャンペーン）に向けて、
漁村の魅力や旬の魚情報の
ＰＲや千葉の魚のおいしさ
を知ってもらうため、地魚
を味わうキャンペーンを実
施し、都市住民の漁村への
来訪を促進し、都市住民と
漁村の交流を図ります。

スタンプラリーの
応募件数

Ｂ

拡大

海底障害物除去 Ａ

海難予防のための
標識灯等の整備

Ａ

Ⅴ（生産性向上に向けた生
産基盤の整備・振興対策）
　東京湾を始め、県内全域
の漁業者の漁業生産性向上
を図るために施設整備等を
支援します。
また、漁船法・漁業法等に
基づく、漁船及び漁業の許
認可、漁業権の免許等の行
政手続事務を遅滞なくス
ムーズに処理します｡
さらに、新に整備した漁業
調査船「ふさみ丸」の最新
鋭の機能を十二分に発揮さ
せるとともに、千葉丸、房
総丸の調査船３隻体制で漁
業者に対し的確・迅速な情
報を引き続き提供します。

Ⅷ（漁場・漁村環境整備の
推進）
　東京湾の漁場環境を保全
するため，海底障害物の除
去や、海難予防のための標
識灯等の整備を支援しま
す。
また、在日米軍及び自衛隊
の演習による漁場利用制限
の周知と損失補償の取りま
とめや海岸域で混獲・座礁
した海産哺乳類の処理に対
し助成します｡

現状維持

現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

養殖魚の医薬品残
留検査数

Ａ

貝毒検査の実施回
数
（アサリ、チョウ
センハマグリ）

Ａ

新しいノリ養殖品
種の改良

Ｂ

人工種苗6魚種の
放流

Ａ

天然種苗の移植放
流

Ｂ

魚礁の設置・増殖
場の造成
（１４年度からの
累計）

Ｂ

資源管理計画等の
策定及び普及の推
進

Ａ

流出油によるのり
漁場被害防止のた
めの監視

Ａ

豊かな森・川・海
をつくる夷隅川協
議会の開催

Ａ

アオノリ養殖技術
開発試験

Ａ

コイ種苗放流にか
わる増殖方法の確
立

Ａ

魚にやさしい水辺
づくり相談窓口の
開設及び相談件数

Ａ

淡水魚かい類等の
展示及び来訪者数

Ａ

Ⅳ（三番瀬の漁業環境の再
生）
　三番瀬を優良な漁場とし
て再生するため、漁業に支
障になっているアオサの回
収・処理方法の開発・検
討、アサリ冬季減耗防止対
策手法の具体的検討、稚魚
等の生育の場となる藻場造
成効果の検証などを実施し
ます。

三番瀬漁場再生調
査

Ｂ

現状維持

海面漁業・養殖業
生産量（属人）＊
属人：漁業経営体
の所在地における
生産量

－
漁港漁場整備事業
（県管理１３漁
港）の整備率

Ａ

漁場でとれた魚介類
は、漁港で陸揚げさ
れ、全国各地に運ばれ
ていきます。また、漁
業関係者の多くは、漁
港の近くにある漁村に
住んでいます。さらに
は、漁港・漁場・漁村
は、このような漁業活
動の基地としての役割
のみならず、地域社会
の核としての役割や余
暇空間の提供など、地
域の人々や全国の人々
の生活に関わる多面的
な機能を有しており、
これらの機能をより有
効に発揮する必要があ
ります。このことか
ら、漁港漁場整備事
業、環境整備事業の実
施などにより漁港・漁
場・漁村の環境の基盤
整備を総合的かつ計画
的に推進します。この
ことにより、漁業を中
心とした地域に活力を
もたらし、豊かで住み
良い漁村の振興を図り
ます。

漁港の整備促進

漁業資源課 本県の沿岸漁業従事者
の経営安定と消費者へ
の安全・安心な水産物
の安定的供給を目指
し、漁業資源の維持・
増大と資源管理の推
進、漁場環境の保全、
沿岸漁場の整備・造成
等に取り組みます。

栽培漁業の推進

海面漁業・養殖業
生産量（属人）
（注）→　漁業経
営体の所在地にお
ける生産量

漁港課

－

栽培漁業の推進を図るた
めの事業を概ね適切に実
施しました。
　その理由として、①人
工種苗7魚種の放流につ
いて、計画を上回る放流
が実施できたこと、②千
葉県東京湾小型底びき網
漁業包括的資源回復計画
を策定、公表したこと、
などにより水産資源の維
持・増大にむけた事業を
順調に実施したことが挙
げられます。

Ⅱ（水産資源の増大と持続
的利用の推進）
　本県沿岸漁業及び内水面
漁業における重要な資源の
維持・増大を図るため、種
苗の生産・放流や漁場造成
を進めるとともに、漁業者
自らの資源管理実践を支援
し、資源の持続的利用を推
進します。
更に、漁場環境を保全する
ため、磯根にたまった釣り
糸等の清掃、流出油による
漁場被害を防止するための
監視等を行います。

Ⅲ（内水面漁業の振興）
　内水面漁業の振興を図る
ため、養殖技術の開発試験
や各種の調査を実施しま
す。
また、市民の憩いの場とし
ても重要な河川湖沼の自然
環境を保全するための普
及・啓蒙活動を進めます。

Ⅰ（食の安全・安心体制の
整備）
　県民に安全・安心な水産
物を提供するため、養殖魚
の医薬品残留検査及び水産
用医薬品の適正な使用の指
導を図るとともに、貝毒検
査を実施し、規制値を超え
た場合には、関係漁業協同
組合に出荷の自主規制を指
導します。

Ⅰ（生産性向上に向けた生
産基盤の整備・振興対策）
　水産物の供給基地漁港の
ほか、地域の活性化、高齢
者・女性のより安全で円滑
な漁業生産活動、利便性の
向上、航行の安全確保を図
るため、漁港整備を推進
し、併せて漁港利用の適正
化のため、漁港管理を行い
ます。

漁港の整備促進に向け
て、順調に進んでいま
す。
その理由として、漁港漁
場整備事業（県管理漁港
１３港）の整備率が前年
度より4.6％増加したこ
となどによります。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

拡大

現状維持

現状維持

現状維持

61



部局名：県土整備部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

まちづくりにおい
て国・県・市町
村・住民団体・Ｎ
ＰＯ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）

Ａ

Ⅰ（まちづくり事業の推進）
まちづくりの主体となる市町村
が、住民、ＮＰＯなど地域との
協働・連携のまちづくり事業を
行うための支援をします。さら
に、国の「まちづくり交付金」
制度を利用してまちづくり事業
を行おうとする市町村を指導
し、市町村によるまちづくり事
業を促進します。

まちづくり交付金
活用地区数

Ａ

現状維持

災害発生時には、
国及び関係市町村
と必要な連携・調
整を図り、円滑な
災害復旧及び事業
執行を進めます。

Ａ

Ⅱ（円滑な災害復旧事業の
遂行）
災害発生時には、国及び関
係市町村と必要な連携・調
整を図り、円滑な災害復旧
事業の遂行に努めます。

災害発生後、適切
に災害査定を受
け、早急に災害復
旧します

Ａ

現状維持

県土整備部各課
が、その使命・役
割を発揮できるよ
う、適正な組織運
営や適正な連絡・
調整を行います。

Ａ

県土整備部各出先
機関がその使命・
役割を発揮できる
ように、合理的・
効率的な職場環境
の推進を図りま
す。

Ａ

Ⅱ（部局及び課予算・決算
の調整）
部内業務等の遂行状況を正
確に把握し、適正な予算運
営に努めます。

部内業務等の遂行
状況を正確に把握
し、適正な予算運
営に努めます。

Ａ

現状維持

Ⅲ（部及び部内各課の政策
の企画・調整）
総合的で効率的な県土整備
部の政策展開を進めるた
め、他部局などとの総合調
整等を行うとともに、部内
各課の連絡調整を行い、部
の政策の企画やとりまとめ
を行います。また、部内職
員に必要な情報が共有され
るよう、情報収集や提供を
行います。

他部との総合調整
等を行なうととも
に部内職員に必要
な情報が共有され
るよう、迅速な情
報の収集・提供を
行うとともに、県
土整備部の政策の
企画立案やとりま
とめを行ないま
す。

Ａ

現状維持

Ⅳ（ふさのくに県土づくり
プランの策定）
県民の生活実感にあった社
会基盤づくりを進めるた
め、「ふさのくに県土づく
りプラン」を策定します。
１８年度では、プラン案に
対する県民からの御意見を
いただくとともに、その内
容や１７年度に実施した住
民の方々の参加による「地
域懇談会」での提案及び意
見について、有識者により
構成された策定協議会を開
催し検討を加え、「ふさの
くに県土づくりプラン」を
策定します。

ふさのくに県土づ
くりプランの策定

Ｂ

現状維持

予算・人員の最大
限の活用と組織力
の向上を図り、部
内各課、各出先事
務所及び庁内他部
局と連携し、部内
の政策や企画立案
を通して効率的・
総合的な県土整備
を推進します。

Ａ

活力ある県土や安全で
快適な暮らしと環境を
創造する基盤整備を目
指して、各種施策を総
合的かつ効果的・効率
的に進めるため、県土
整備部の主管課として
組織・予算運営の合理
的、効率的な執行や各
種施策の総合調整や企
画・立案を進めます。
さらに県民の目線に合
わせた県土づくりを進
めるため「ふさのくに
県土づくりプラン」を
策定し、効率的な県土
づくりを進めます。

県土整備の総合
的な調整、企画
立案及び内部管
理業務

地方分権時代のまちづ
くりを進めるため、
国、県、市町村、住
民、ＮＰＯ、企業など
多くの主体と適切に役
割分担し、まちづくり
の主体である市町村の
まちづくりを支援して
いきます。
そのため、国の交付金
であるまちづくり交付
金事業を通して、県内
市町村による地域と連
携したまちづくりを支
援していきます。
また、災害発生時に
は、国及び関係市町村
と連携・調整を図り、
円滑な災害対応及び事
業執行を進めます

分権社会のまち
づくりの促進と
円滑な災害復旧
の遂行

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

Ⅰ（部内各課の適正な連
絡・調整及び部内各出先機
関の合理的・効率的な職場
環境の合理化、適正化の推
進）
県土整備部の組織運営方針
を遂行するため、部内各課
間の連絡・調整及び部内各
出先機関の職場環境の合理
的化、適正化を推進しま
す。

現状維持

次年度以降の対応

県土整備政
策課

県土整備部の総合的な調
整、企画立案及び内部管理
業務を適切に実施しまし
た。
その理由として、
①組織について事務事業の
更なる合理化を図るととも
に事業の進捗や見直しに伴
う事務所の廃止を行ったこ
と、
②予算決算等に係る業務を
総合的に推進したこと、
③政策の調整を進めるため
必要に応じて、部内各課を
招集し会議を開催するなど
部内の連絡調整を図り、総
合的・横断的な政策調整や
企画立案を行ったこと、
④ふさのくに県土整備プラ
ンの策定にあたり、改定さ
れた「あすのちばを拓く１
０のちから」の「つなぐち
から」に位置づけられた、
「新たな整備手法への転
換」等の基本方針の具体化
について、部内策定委員会
で検討を進めることで、転
換期における社会資本整備
のあり方について、職員自
身の意識改革及などの促進
を図ったこと、などが挙げ
られます。

分権社会のまちづくりの
促進と円滑な災害復旧の
遂行を適切に実施しまし
た。
その理由として、以下の
２点が考えられます。
①説明会の開催やきめ細
かい相談会の実施など、
市町村によるまちづくり
交付金事業の活用を促
し、事業実施を促進した
こと。
②公共土木施設災害復旧
に係る業務を円滑に遂行
したこと。
などが挙げられます。

二次評価
結果

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

都市計画の決定・
変更

Ａ
千葉県都市計画審
議会の開催

Ａ

安全で良好な宅地
の供給

Ａ
区域区分等の都市
計画見直し状況

Ａ

国土利用計画法に
係る届出審査

Ａ

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
線の割合）

Ａ

開発許可基準の見
直しに向けて、開
発許可権限を有す
る各市との協議会
の実施

Ａ

被災宅地危険度判
定士の養成

Ａ

国土利用計画法に
かかる事後届出の
期限内処理率

Ａ

国土利用計画法に
かかる事後届出に
ついての啓発活動
の実施形態の種
類・回数

Ａ

地価情報提供ホー
ムページの内容改
善によるアクセス
数

Ａ

地籍調査事業着手
率

Ａ

地籍調査事業の啓
発のための訪問市
町村数

Ａ

Ⅴ（千葉都市モノレールの
用地引継ぎ及び側面支援）
千葉都市モノレール事業で
取得した用地（残地）の管
理と千葉市への引継ぎに努
めます。
また、千葉市が進めるモノ
レールの延伸計画について
事業推進が図られるよう側
面から支援します。

千葉都市モノレー
ル関連土地の引継
ぎ箇所数

Ｂ

現状維持

Ⅰ（適切な都市計画の推
進）
　都市の無秩序な市街地拡
大を抑制し、秩序ある市街
地の形成や良好な都市環境
のため、健全で適切な土地
利用を推進します。また、
円滑な都市活動を確保し、
良好な都市環境を保持する
ため、適切な規模、位置へ
の都市施設整備を推進しま
す。

Ⅱ（安全で良好な宅地の供
給）
社会状況を踏まえた適切な
開発許可等の基準に基づ
き、関係機関との調整のも
とに開発許可申請等の審
査・指導を行い、また許可
後の事業進捗管理や防災指
導などを行うことにより、
安全で良好な宅地供給に努
めます。また、大地震発生
後の宅地の安全性を評価
し、二次災害を防止する判
定体制の整備を進めます。

Ⅲ（土地取引の届出審査）
　県民にとって限りある財
産であり、生活・生産の基
盤である県土を、国土利用
計画法の趣旨に沿って同法
に基づく届出を処理し、適
正かつ合理的な土地利用を
図ります。

Ⅳ（県民が安心できる土地
取引の基盤づくり）
　地価調査事業を通じて、
適正な地価形成を誘導しま
す。また、地籍調査事業を
通じて地籍を明確化し、県
民が安心して土地取引をで
きる基盤をつくります。

都市計画課
用地課

都市の健全な発展と秩
序ある整備を図るた
め、土地利用及び都市
施設の整備に関する各
種都市計画手続きや、
時代の変化に対応した
都市計画の見直しを行
うと共に、国土利用計
画法等に係る届出審査
を通じ適正な土地利用
を図ります。
また、地域性を踏まえ
た公共施設等が整備さ
れた良好な宅地の供給
や、宅地の維持保全を
含めた防災性の向上に
努めます。

良好な都市づく
りの推進

・　良好な都市づくりの
推進に向けて順調に進ん
でいます。
この理由として、①適切
な都市計画を推進するた
め、２２都市計画区域
（２７市町村）におい
て、都市計画マスタープ
ランに社会経済状況の変
化等に対応した都市づく
りの基本理念の追加記述
を行うなどの変更を行う
とともに、関連する市街
化区域や用途地域等の都
市計画変更の手続きを完
了したこと、②地域の特
性や実情にきめ細かく応
じた施策展開を可能とす
るため、開発基準の見直
しを検討したほか、宅地
開発事業の許可権限等の
うち、宅地造成等規制法
の一部改正に伴う追加事
務及び租税特別措置法に
基づく優良宅地認定事務
を権限移譲市へ追加移譲
したこと、③地価調査、
地価公示の地価情報を
ホームページ等を通じた
情報提供により、安心し
て土地取引ができる環境
づくり、また、土地月間
における県民を対象とし
たPR活動や、宅建業者を
対象とした法定講習会で
の講演等を通じ、適正な
土地利用の推進に成果を
上げることができたこ
と、④地籍調査事業につ
いては、未着手市町村に
対し、事業の目的及び効
果等の啓発に努めた結
果、２０年度から１市１
町が着手予定と、一定の
成果を挙げることができ
たことが、挙げられま
す。

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持 現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

（18年度）
都市計画課
（19年度）
公園緑地課

美しい県土づく
りの実現

地域の個性を活か
した景観まちづく
りの取組み　＊

Ａ
景観行政団体
（注）となった市
町村数

Ａ

市町村や県民等を
対象とした意見交
換会等の開催回数

Ａ

建設副産物のリサ
イクル率

－

公共事業のコスト
縮減率
(基準年平成14年
度)

－

Ⅱ（建設リサイクル法の遵
守と適正処理の推進）
　県民及び建設業関係者に
対して、建設リサイクル法
の遵守と建設副産物の発生
抑制・再使用・再利用及び
適正処理を推進します。

建設発生土の工事
間利用率

Ａ

拡大

新技術の発表会
（講習会）の実施
回数

Ｂ

電子納品の導入 Ａ

Ⅳ（工事の事故防止対策の
推進）
　県が発注する工事の事故
防止を図るため、関係機関
に対し、安全対策及び事故
防止対策などについて指導
します。

土木技術職員研
修・講習会実施回
数

Ａ

現状維持

公共工事等を適
正に執行するた
めの指導・管
理・検査体制づ
くり

Ⅲ（新技術の活用推進と公
共事業コスト縮減）
　環境負荷の低減・コスト
縮減等に関する材料や民間
事業者の開発した新技術の
活用を図るため、関係機関
に対し技術情報の提供を推
進します。
公共事業コスト縮減は、現
行の「新行動計画」と新た
に策定した「公共事業コス
ト構造改革プログラム」に
より、全庁的に公共事業コ
スト縮減が図られるよう指
導・推進します。

公共工事等を適正に執行
するための指導・管理・
検査体制づくりについて
は、概ね順調に進んでい
ます。その理由としては
次のとおりです。
Ⅰ　厳正な検査業務と品
質確保向上に向けた技術
指導の推進
　　　厳正な検査業務と
品質向上に向けた技術指
導の推進については、本
庁及び出先機関の検査監
がその職務を遂行する上
で必要な専門的な知識を
習得するための研修を継
続して実施しています。
Ⅱ　建設リサイクル法の
遵守と適正処理の推進
説明会、パンフレットの
配布、ホームページ等に
より法の周知を県民に
図っています。平成１７
年度の建設発生土と建設
廃棄物のリサイクル率の
達成状況は、建設廃棄物
は全体として目標を達成
しましたが、建設発生土
は未達成となりました。
市町村や民間工事の建設
発生土の工事間利用が遅
れていることが主な要因
と考えられます。
Ⅲ　新技術の活用推進と
公共事業コスト縮減
新技術を県庁内ホーム
ページに掲載し、２回の
発表会を開催して情報提
供を図りました。
公共事業コスト縮減率に
ついては、現在、18年度
実績を集計中ですが、数
多くのコスト縮減事例が
挙げられており、その内
訳として従来工法を見直
したものが見受けられま
す。
また、集計途中ではあり
ますが、縮減値も伸びを
見せる傾向が見られま
す。
Ⅳ　工事の事故防止対策
の推進
建設工事の安全対策につ
いては、発注者側として
も安全に対する意識を高
めていくこと
　　が必要であります。
　　　土木技術職員の経
験年数に応じて実施して
いる部局研修において、
建設工事の安全に関する
講座を設け、工事現場の
安全について指導し、事
故防止に努めてきまし
た。
　　　また、発生した事
故の原因・再発防止対策
を取纏め、各部局の工事
発注者に配信し同種・同
類工事の事故防止に努め
てきました。

Ａ

Ⅰ（公正な検査業務と品質
向上に向けた技術指導の推
進）
県が発注する工事が適正に
履行され、契約どおりの品
質及び形状等が確保されて
いるかどうかを検査し、併
せて請負業者等に対して技
術指導を行うことにより建
設技術水準の向上に努めま
す。

検査監研修の充実

技術管理課 長引く不況により依然
として厳しい財政状況
が続いており、公共事
業においても限られた
予算を効率的に執行し
ていくことが求められ
ています。このような
状況の中、公共事業の
コスト縮減を推進する
とともに、公共工事の
品質が契約どおり確保
されているかどうか検
査を行います。あわせ
て、請負業者等に対し
て技術指導を行うこと
により建設技術水準の
向上に努めます。
さらに、大量廃棄型社
会を反映し様々な環境
問題が生じている中、
資源循環型社会への転
換は急務であり、特に
資源消費量の多い建設
産業においては、その
対策は重要な課題と
なっています。このよ
うなことから、建設廃
棄物や建設発生土など
の建設副産物の排出抑
制・再使用・再利用を
促進するため、工事現
場内での分別解体やリ
サイクル材等を活用し
た新技術の活用を推進
し、環境への負荷の低
減に努めます。

　美しい県土づくりの実
現に向けて概ね順調に進
んでいます。
地域の個性を活かした景
観まちづくりの取組みと
して、市町村の主体的取
り組みへの支援、県
民等に対する普及啓発や
情報提供を図るため、
フォーラムや意見交換会
に鋭意取り組んだとこ
ろ、２市で景観法に基づ
く景観計画を策定したほ
か、景観計画などの検討
や独自の取組みを進
める市町村も増加し、普
及啓発の一定の成果をあ
げることができました。
しかし、景観に対する関
心度や市町村の取り組み
体制等に地域差も見受け
られることから、
地域の状況に即した展開
を図っていく必要があり
ます。

良好な景観は、地域の
自然・歴史・文化等と
人々の生活、経済活動
等との調和により形成
されるものであり、適
正な制限の下に、これ
らが調和した土地利用
がなされることなどを
通じて、その整備及び
保全を図る必要があ
り、地域固有の特性や
地域住民の意向を踏ま
え、多様で良好な景観
の形成が求められてい
るところです。
このことから、景観の
まちづくりへの取組み
を、より多くの市町村
が行うよう支援し、美
しい県土づくりの実現
を目指します。

現状維持

現状維持

現状維持

Ⅰ（景観まちづくりの促
進）
景観法の制定に伴い、市町
村が景観行政に主体的に取
り組むための支援の充実に
努めます。
また、県民等に対して、景
観に関する普及啓発や情報
提供などに努めます。
県としての景観条例の制定
について検討します。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

建設業者への適正
な指導

Ａ

Ⅰ（建設業法の遵守の徹底
と消費者の利益保護）
建設工事の適正な施工を確
保するために、建設業者及
び建設業団体に対し、適切
な指導･監督を行うことに
より建設業法を遵守させる
とともに、適切な相談及び
啓発活動を実施し、建設業
の健全な発展を促進しま
す。

建設業許可業者の
決算終了届の提出
率（当該年度の届
出数÷前年度末許
可業者数）

Ｂ

現状維持

宅地建物取引業者
への適正な指導

Ａ

Ⅱ（県発注建設工事にかか
る入札･契約制度の適正な
運用と改善）
建設工事にかかる入札･契
約制度の適正な運用、指導
及び同制度の改善を行うこ
とにより、入札手続の透明
性･競争性の確保
に努めます。

電子入札による公
共工事入札実施件
数

Ａ

現状維持

宅地建物取引相談
に占める宅建業法
関係紛争相談の割
合

Ｂ

宅地建物取引業者
講習会参加数

Ａ

円滑な用地取得の
推進

Ｂ
初級・中級の段階
別の研修の開催

Ａ

県有普通財産（廃
道・廃川敷）売払
面積

Ｂ
県土整備部出先機
関への巡回指導

Ａ

年間を通じた用地
補償業務に対する
指導・助言

Ａ

部内及び他部局の
用地補償設計書の
うち一定額を超え
る設計書について
の審査

Ｂ

Ⅱ（未登記土地の調査、処
理及び適正な登記事務の促
進）
県道敷に存在する未登記土
地の解消及び取得した用地
の登記の適正化を図りま
す。

未登記土地の調
査、処理及び取得
用地の登記委託

Ｂ

現状維持

Ⅲ（国有・県有財産の管理
及び処分の推進）
当課所管の普通県有財産に
ついての処分の促進を図り
ます。　また、国有・県有
財産ついて適正な管理を実
施します。

処分の促進として
隣接地権者への意
向確認及び一般競
争入札の開催

Ｂ

現状維持

Ⅳ（訴訟案件の早期解決）
国土交通省所管の法定外公
共用財産の管理に係わる訴
訟事務の円滑な処理を実施
します。

法廷活動及び訴訟
事案の事実関係調
査等を通じ早期解
決を図る

Ｂ

大幅に縮
小

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

適正かつ円滑な
用地取得の支援
並びに国・県有
財産の適正な管
理及び県有財産
の処分

建設・不動
産業課

我が国の産業界に重要
な位置を占める建設業
並びに不動産業は、経
済の成長、産業の発展
に大きな影響を与える
とともに、地域社会に
活力と多様性をもたら
す産業であるといえま
す。即ち、建設工事が
建設業法を遵守し適正
に施工されること、県
発注による建設工事が
健全な競争による公正
な契約により施工され
ること、宅地建物取引
が宅地建物取引業法を
遵守し適正に履行され
ることは、社会公共の
福祉の向上に大きく貢
献するものであり、安
全で安心な個人の社会
生活の実現につながる
ものと考えます。この
ため、建設・不動産業
課は建設業及び不動産
業の健全な発展を推進
します。

建設工事の適正
な施工の確保及
び入札･契約制度
の適正な運用と
改善並びに宅地
建物取引の公正
確保

Ⅲ（宅地建物取引業法の遵
守の徹底と消費者の利益保
護　）
　宅地建物取引の公正を確
保するため、業者に対し、
宅地建物取引業法を遵守さ
せるとともに指導、監督や
業界団体と連携した講習会
等により、その資質向上を
図ります。
　さらに、相談及び啓発活
動等を通じて､不動産業の
健全な発展を促進します。

現状維持

適正かつ円滑な用地取得
の支援並びに国・県有財
産の適正な管理及び県有
財産の処分を適切に実施
しました。
１　適正かつ円滑な用地
取得の実現に向けては、
用地事務担当者の専門的
知識・技術の向上を図る
ための研修会を開催しま
した。また、各関係機関
への巡回指導及び年間を
通じた指導・助言により
担当職員の資質の向上を
図りました。
２　国土交通省所管の法
定外公共用財産の管理に
係わる訴訟事務について
は、適切な法廷活動を実
施し、解決しました。
３　県有地の処分につい
ては、廃道・廃川敷であ
るため、土地の形状が狭
小・狭長等単独利用の困
難な土地であり、処分の
相手方が限定されるも、
856.59平方メートル処分
しました。

・ 建設工事の適正な施
工の確保に向けた取り組
みを適切に実施しまし
た。具体的には、建設業
法に則り、建設業許可に
際しては厳正な審査を行
うとともに、直接建設業
者を指導し、建設業法違
反の事案に対しては監督
処分を実施しました。
・ 入札・契約制度の適
正な運営と改善について
順調に進んでいます。そ
の理由として入札・契約
制度について改善を決定
したこと、電子入札を大
幅に拡大して、円滑に実
施したことがあげられま
す。
・ 宅地建物取引の公正
確保に向けて適切に実施
しました。その内容は、
宅地建物取引業者に対し
て適正な免許･指導の実
施並びに内容が悪質、社
会に及ぼす影響が大きい
場合には厳正な監督処分
を実施するとともに、消
費者の啓発活動を実施し
ました。

現状維持Ⅰ（円滑な用地取得の支
援）
用地事務担当者の用地交渉
における専門的知識・技術
の向上を図ります。
併せて、適正な用地取得の
支援を実施します。
また、土地・物件の補償額
算定を適正に行うことによ
り、公共事業の円滑な遂行
と補償内容の適正化を図り
ます。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

高規格幹線道路整
備率

Ａ
高規格幹線道路の
整備

Ａ

県都１時間構想の
達成率

Ａ
地域高規格道路の
整備

Ａ

道路計画全般に関
することの企画・
調整

Ａ

国道（補助事業）
進捗率（１７事
業）

Ａ
地域高規格道路の
整備

Ａ

都市計画道路の整
備率
（県全体）

－
国道（補助事業）
新規供用延長（１
７事業）

Ａ

県道（補助事業）
新規供用延長（３
５事業）

Ａ

渋滞ポイントの解
消の推進（整備
率）

Ａ

踏切除却の推進
・連続立体交差事
業
（京成本線）船橋
市外２路線

Ａ

踏切除却の推進
･単独立体交差事
業

Ａ

都市計画道路の整
備の推進
・街路事業の促
進・指導

Ａ

・無電柱化の延長
（安全・安心な生
活環境の推進）
　　四街道駅前大
日線
外２路線　2,5km

Ａ

・つくばエクスプ
レス沿線の道路整
備

Ａ

道路整備課 地域間相互の交流・連
携を強化し、豊かな地
域社会を形成するた
め、県内の各地域、主
要施設を効率的に結ぶ
幹線道路の整備を進め
るなど、骨格的道路
ネットワークの強化を
図るとともに、交通混
雑の解消、交通事故削
減など安全で快適な生
活環境を目指した道路
の整備を推進する。
また、一方、都市部の
既成市街地内等の渋滞
解消や物流の効率化、
都市防災上の観点から
円滑な交通の確保や安
全で快適、そして機能
的な都市活動の推進を
図るため、街路の整備
や鉄道を高架化し複数
の踏切を同時に除却す
る連続立体交差事業を
実施する

安全で快適な生
活環境を目指し
た道路整備の推
進と都市活動を
支えるための街
路等の整備の推
進

現状維持Ⅱ（国道・県道等の整
備）
交通混雑の解消、交通事
故削減など、安全で快適
な生活環境を目指した国
道・県道の整備を推進す
る。

Ⅲ（渋滞ポイントの解消
の推進）
　慢性的な交通渋滞は利
用者に多大なる時間の損
失をもたらし、円滑な交
通の実現を妨げるものと
なっているため、県内の
幹線道路のうち、特に渋
滞が顕著な箇所を重点的
に整備する。

Ⅳ（鉄道との立体交差の
推進）
　「開かずの踏切」に代
表される踏切問題は、都
市交通における最も大き
な課題のひとつであり、
慢性的な交通渋滞や踏切
事故など、魅力的で快適
なまちづくりを行う上で
大きな「バリア」となっ
ている。そこで、踏切数
を減少させ円滑な都市交
通を実現するために、鉄
道との立体交差事業を推
進する。

Ⅴ（都市計画道路の整備
の推進）
　県内の街路事業を推進
するため、街路事業の啓
発活動を行うとともに、
市町村への指導を通じて
地域へ街路事業の必要性
の定着を図る。また、無
電柱化事業や主要プロ
ジェクトに関する事業な
ど、都市交通の円滑化の
推進に対して効率が高い
箇所を中心として、順次
街路の整備を行う。

県道（補助事業）
進捗率（３５事
業）
【県道（補助事
業）進捗率（４５
事業）
　18年度事業ベー
ス】

Ａ

Ⅰ（地域高規格道路の整
備）
県内地域相互の交流・連
携を強化する山武東総道
路Ⅱ期（銚子連絡道路）
や茂原一宮道路（長生グ
リーンライン）などの地
域高規格幹線道路の整備
により、県内の骨格的道
路ネットワークの強化を
図る。

現状維持安全で快適な生活環境を
目指した道路整備・街路
整備の推進に向けて順調
に進んでいます。この理
由として、国道及び県道
事業の進捗率が目標に達
したこと、また、平成１
８年度の新規供用延長が
目標を大きく上回ったこ
と等があげられます。こ
れは、効果の上がる路線
を重点的に整備できたこ
とが要因と考えられま
す。

現状維持

現状維持

現状維持

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

道路計画課 骨格的道路ネッ
トワークの強化
と安全で快適な
生活環境を目指
した道路整備の
推進

Ⅰ（高規格幹線道路等の
整備）
全国的な交流・連携を強
化する「外かん」、「圏
央道」などの高規格幹線
道路の整備や県内地域相
互の交流・連携を強化す
る北千葉道路などの地域
高規格幹線道路の整備に
より、県内の骨格的道路
ネットワークの強化を図
る。

現状維持骨格的道路ネットワーク
の強化と安全で快適な生
活環境を目指した道路整
備の推進を適切に実施し
ました。
全国的な交通・連携を強
化する高規格幹線道路等
の整備や県内地域相互の
交流・連携を強化する地
域高規格道路等の整備を
進めており、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
から木更津ＪＣＴが開通
しました。そのことによ
り、木更津東ＩＣが国道
410号バイパスに接続
し、内陸部の観光施設ま
での所要時間が短縮さ
れ、県内外との交流・連
携の強化に貢献しまし
た。

現状維持Ⅱ（その他道路整備に関
する企画・調整等）
東京湾アクアラインの利
用促進、アクションプラ
ン、道路の中長期的計画
など、道路計画全般に関
することの企画・調整を
行う。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

事故危険箇所の死
傷事故の抑止率
（指定箇所数：１
３０箇所）

Ａ

Ⅰ（人にやさしい歩行空間
づくり）
歩行者や自転車などが安全
で快適に通行できるよう人
にやさしいバリアフリー化
した歩道及び自転車道を、
車輌と分離された独立した
歩行空間として整備すると
ともに、事故の多い交差点
の改良を実施します。

歩道及び自転車歩
行者道の整備延長

Ａ

現状維持

道路防災施設の設
置率
※緊急輸送道路を
中心に優先度の高
い箇所（２６７箇
所）

Ａ

橋梁の耐震化率
※緊急輸送道路を
中心に優先度の高
い橋梁（１１５
橋）

Ａ

河川整備率＊
【整備すべき河川
延長の総計：約
840km】

Ａ 流域懇談会の開催 Ｃ

土砂災害特別警戒
区域の指定

Ｃ

水防訓練の実施 Ａ

印旛沼水循環健全
化会議の開催

Ａ

護岸検討委員会の
開催

Ａ

「千葉県プレ
ジャーボートの係
留保管の適正化に
関する条例」に基
づく適正化区域の
指定

Ｂ

不法係留の解消 Ａ

Ⅳ（不法占用対策の推進）
　海岸における「海の家」
の不法占用を解消するため
の対策を推進します。

「海の家」の不法
占用の解消

Ａ

現状維持

・災害に強い安全な河川
整備の推進について順調
に進んでいます。この理
由として、浸水想定区域
の指定公表を９河川にお
いて実施するとともに、
17市町村において洪水ハ
ザードマップの原案がさ
れたことが挙げられま
す。
・良好な河川環境整備の
推進について順調に進ん
でいます。この理由とし
て、印旛沼流域の水循環
の健全化について、「緊
急行動計画」に基づき、
「水循環健全化会議」、
「印旛沼わいわい会議」
等を実施するとともに、
「みためし行動」を行
政・住民・ＮＰＯが一体
となって実施したことに
より、水循環の健全化を
推進できたことが挙げら
れます。また、三番瀬の
再生についても、「市川
海岸塩浜地区護岸検討委
員会」において策定した
実施計画に基づき、100
ｍの護岸が完成したこと
が挙げられます。
・不法係留対策の推進に
ついて概ね順調に進んで
いますが、多少の遅れが
あります。この理由とし
て、平成16年８月に指定
した旧江戸川では、所有
者不明のプレジャーボー
トに対し強制移動を行っ
たものの、他の船舶につ
いては、指導や臨戸訪問
等を実施しているにもか
かわらず、適正化が難航
していることが挙げられ
ます。
・不法占用対策の推進に
ついて順調に推進されま
した。この理由として、
九十九里海岸外における
海の家の不法占用につい
ては、自主撤去の指導及
び法的措置により全て解
消されたことが挙げられ
ます。

Ⅲ（不法係留対策の推進）
　公共用水域におけるプレ
ジャーボートの不法係留を
解消するための対策を推進
します。

現状維持

現状維持

道路の適正な維持管理と
快適な道路（歩行）環境
の整備の実現に向けて概
ね順調に進んでいます
が、一部に課題がありま
す。県の取組について
は、①歩道等を１０．６
ｋｍ整備したことにより
安全な歩行空間を確保し
たことや、②５箇所の交
差点改良を完成したこと
により渋滞の緩和や交差
点における人や車の安全
を確保できたことなど、
一定の成果をあげること
ができました。③橋梁の
耐震補強や土砂等の崩壊
防止施設の整備を進めた
ことにより、災害に強い
県土の基盤づくりに成果
をあげることができまし
た。
一方、これらの整備を必
要とする道路施設は依然
として数多く残されてい
ます。

現状維持

現状維持

現状維持(18年度)
河川計画課
(19年度)
河川整備
課、河川環
境課

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・海岸に係
る施策の企画、
立案、推進及び
河川・海岸等の
適正な管理の推
進

Ⅰ（災害に強い安全な河川
整備の推進）
　災害に強い安全な河川整
備を推進するため、地域と
連携した河川整備計画の策
定を進めるとともに、水
防・防災体制の強化を推進
します。

印旛沼の水質改善
及び清澄性の確保

Ａ

道路環境課 道路の適正な維
持管理と快適な
道路（歩行）環
境の整備

Ａ

Ⅱ（安全性を確保する交通
環境整備）
　走行車輌の安全性に配慮
し、安心で快適な交通環境
を確保するため、路面の適
切な補修や高機能舗装の整
備を進め、維持管理の適正
化を図ります。

舗装道路の修繕延
長

Ⅲ（災害に強い道路整備と
道路の適切な管理）
　自然災害による道路施設
への被害を未然に防止し、
災害に対して安全で信頼性
の高い道路網を確保するた
め、道路の防災対策を実施
するとともに、道路の適切
な管理や防災体制の強化を
図ります。

千葉県が所管する一般
国道及び県道を適正に
維持・管理するととも
に、歩行者及び自転車
などの安全な通行の確
保を図り、県民一人ひ
とりが安全で安心して
暮らせる道路環境の整
備に努めます。
　このため、高齢者・
障害者・児童などが利
用しやすい幅が広く段
差のない歩道の整備を
図り、渋滞や事故の多
発している交差点を改
良するとともに、走行
車輌の安全性を確保す
るために路面の適正な
補修を実施するなど、
安全で快適な道路環境
を確保します。
また、災害時の緊急輸
送道路を中心に橋梁の
耐震化や落石、崩落等
の恐れのある箇所につ
いて防災施設の整備を
進めることにより、災
害に強い道づくりに努
めます。
さらに、道路の占用等
に係る許認可事務を適
正に行なうことによ
り、道路を適切に管理
します。

Ⅱ（良好な河川環境整備の
推進）
　印旛沼流域の水循環の健
全化を図ることにより「印
旛沼を再び恵みの沼」とす
ること、及び三番瀬再生の
ための市川市塩浜護岸の整
備推進のため護岸検討委員
会の運営を行います。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

河川整備率 Ａ

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

河川整備延長 Ａ

現状維持

印旛沼の水質改善
及び清澄性の確保
確保

Ａ

Ⅱ（河川環境の整備と保
全）
水質悪化の著しい河川・湖
沼等において水質浄化対策
を推進し、良好な河川環境
を整備・保全します。

植生浄化帯設置延
長（印旛沼）

Ｂ

現状維持

海岸整備率 Ａ

Ⅲ（海岸整備の推進）
外房から内房にかけては既
往最大規模、東京湾につい
ては伊勢湾台風クラスの高
潮に対して安全な海岸を整
備します。

海岸整備延長 Ａ

現状維持

急傾斜地崩壊危険
箇所の解消率

Ａ

Ⅳ（土砂災害対策の推進）
急傾斜地、砂防、地すべり
箇所において、豪雨等によ
る土砂災害を防止するため
の土砂災害防止施設を整備
します。

急傾斜地崩壊危険
箇所の整備箇所数

Ａ

現状維持

港湾利用の維持・
拡大
(港湾使用料増減
16年を100とす
る。)

Ａ
港湾施設の適正な
維持管理

Ａ

コンテナ取扱貨物
量
(※　20フィート
換算のコンテナ個
数)

Ｂ
臨港地区指定区域
の拡大

Ａ

港湾施設の保安 Ａ

ポートセールスの
実施

Ａ

ポートパークイベ
ントの開催
（フリーマーケッ
ト開催）

Ａ

港湾統計調査の確
実な処理

Ａ

30,000ﾄﾝ級大型船
が荷役できる公共
岸壁数(水深12m岸
壁のバース※数)
※岸壁の数

Ａ

港湾海岸の整備率 Ｂ

港湾緑地の面積 Ｂ

防護地区数
(高潮)

Ａ

耐震バース数 Ａ

Ⅳ(経営戦略の策定)
・ 千葉港の経営戦略を策
定します。

千葉港の経営戦略
の策定

Ａ

現状維持

現状維持

現状維持

現状維持

河川・海岸等に
係る基盤施設の
整備及び河川・
海岸環境の整
備・保全の推進

(18年度)
河川環境課
(19年度)
河川整備課
河川環境課

洪水・高潮・土砂災害
などの自然災害から県
民の生命・財産を守る
ため、河川・海岸等に
係る基盤施設の整備を
推進するとともに、河
川・海岸環境の整備・
保全を行うことによ
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。また、
既存の河川管理施設・
海岸保全施設の維持管
理や補修を適切に行い
災害等に対する信頼性
の確保に努めます。

Ⅰ（港湾の適正な管理運
営）
港湾施設の適正な維持管理
に努めます。また、円滑な
港湾活動を確保するために
必要な臨港地区※指定区域
を拡大します。
※港湾の管理運営を円滑に
行うため、港湾区域と一体
として機能すべき陸域

河川・海岸等に係る基盤
施設の整備及び河川・海
岸環境の整備・保全の推
進の実現に向けて概ね順
調に進んでいます。
今後も、既存の河川管理
施設・海岸保全施設の維
持管理や補修を適切に行
い災害等に対する信頼性
の確保に努めていきま
す。

港湾課 活発な経済交流を支え
るため物流機能の充
実、賑わいがあり、安
全で安心な港づくり・
海岸づくりが求められ
ています。このため、
大型船に対応した施設
整備、高潮や大規模地
震に対する防災機能の
強化、魅力的な海辺空
間の創出を進めます。
また、施設の健全性を
維持するとともに、円
滑な港湾活動の確保や
利用の促進など適切な
管理運営に努めます。

港湾施設、海岸
保全施設の整
備、維持管理及
び利用振興

港湾施設、海岸保全施設
の整備、維持管理及び利
用振興を概ね適切に実施

しました。
１　港湾施設・海岸保全

施設の整備
　　千葉港・木更津港の
水深12ｍ岸壁の整備等の
港湾施設・海岸保全施設
の整備の事業進捗が図れ

ました。
２　港湾施設、海岸保全

施設の維持管理
　　港湾の適正な管理及
び運営を行うため、千葉
県港湾管理条例を改正

し、不適切な港湾施設の
利用を制限することとい

たしました。
　　また、円滑な港湾活
動を確保するために必要
な木更津地区・館山地区
の臨港地区新規追加等進

捗が図れました。
３　港湾施設の利用振興
　　振興策は、概ね目標
を達成することはできま
したが、コンテナ取扱貨
物量は、輸入の主力とな
る石材が減少したこと等
により、前年を若干下回

りました。

Ⅱ（港湾振興策の実施）
ポートセールス※等によ
り、港湾利用の振興を図り
ます。
※関連企業に千葉港をＰＲ
し、利用の促進を図る。

Ⅲ（港湾・海岸事業の推
進）
・ 物流機能強化のために
施設整備を行います。
・ 賑わいのある港づく
り、海岸づくりを進めま
す。
・ 安全で安心な港づく
り、海岸づくりを進めま
す。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

（土地区画整理事
業）
事業実施中地区を対
象とした整備状況
対象：100地区
4，330ヘクタール

Ａ

新市街地における
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：76地区
3，924ヘクタール

Ａ

（市街地再開発事
業）
事業実施中地区を対
象とした整備状況

Ａ

組合等土地区画整
理事業の実施状況
（早期解散を目指
す指標）
対象：59地区

Ａ

Ⅱ（つくばエクスプレス沿
線地域の整備）
　つくばエクスプレス及び
沿線整備事業は、常磐線の
混雑緩和、首都圏における
宅地供給の促進や、沿線地
域における業務核都市の形
成などを目的としており、
このため鉄道新線の整備と
あわせて、沿線地域におい
て鉄道整備と一体的に土地
区画整理事業を実施しま
す。

つくばエクスプレ
ス沿線地域の整備
（整備内容・土地
使用可能面積
の指標）
＊使用可能面積に
ついては、新市街
地の整備面積に含
まれています。

Ａ

拡大

Ⅲ（東京湾アクアライン着
岸地周辺地域の整備）
東京湾アクアライン着岸地
で千葉県の新たな玄関口と
して多様な都市機能が集積
した良好な居住環境を有す
る　市街地を形成するた
め、土地区画整理事業によ
る基盤整備を進めます。

東京湾アクアライ
ン着岸地周辺地域
の整備
（整備内容の指
標）

Ｂ

現状維持

Ⅳ（既成市街地の再編・再
構築）
　中心市街地や密集市街地
などにおいて耐火・耐震性
能の高い建築物の整備や道
路・公園等の都市基盤整備
と併せ街区の再編を行い､
土地の有効利用を促進し、
防災性の高い市街地への再
生・再構築を図ります。

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

Ｂ

拡大

市街地再開発・新
規地区の事業促進

対象：5地区

Ａ

土地区画整理・新
規事業地区の事前
指導（新規施策の
検討・啓発）
　
対象：15地区

Ａ

Ⅵ（保留地等の販売促進）
　土地区画整理事業の円滑
な推進を図り、整備の進捗
に合わせた保留地等の販売
を促進します。

保留地等の販売促
進
（販売面積の指
標）
対象：3地区
66.5ヘクタール

Ｂ

拡大

都市整備課 県民一人ひとりがその
多様な暮らしや活動を
生き生きと展開するた
めには、中心市街地活
性化のための拠点づく
りや都市の再生、誰も
が安心して暮らせる安
全なまちづくり、そし
て地域住民と一体と
なった住民参加の「ま
ちづくり」が必要で
す。
このため、再開発事業
や土地区画整理事業に
より、既成市街地の再
生と新市街地の整備
を、「まちづくり」の
主体である市町村との
連携のもと着実に進め
ます。

市街地整備事業
の推進

市街地整備事業の推進の
実現に向けて順調に進ん
でいます。この理由とし
て、①土地区画整理事業
の整備状況が目標を達成
したこと、②市街地再開
発事業の整備状況も１地
区完了したことが挙げら
れます

拡大

現状維持Ⅰ（新市街地における土地
区画整理事業の推進）
　道路・公園等の公共施設
と宅地を一体的に整備する
土地区画整理事業を推進す
ることにより、計画的な土
地利用のもと、利便性に富
み災害に強い、良好な市街
地形成を図ります。

Ⅴ（市街地整備事業の調査
研究・啓発等）
市街地整備事業を円滑に推
進するためには、市町村が
地域・地区の状況に応じ、
将来を見通した総合的な市
街地整備の計画を策定する
とともに、住民と市町村が
主役となり、それぞれの役
割・責任を明確にし、連携
したまちづくりを行うよう
指導・啓発等を行います。

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

都市計画区域内人
口一人当たり都市
公園面積（検討
中）

Ａ
県立公園の開設面
積

Ｂ

県立公園利用者の
満足度

－
県民参加による県
立公園の整備・管
理

Ａ

市町村による「緑
の基本計画」の策
定

Ｃ

緑地保全地域や緑
化地域など新たな
制度に関する市町
村との協議・調整
会議の実施

Ａ

下水道処理人口普
及率

Ａ

Ⅱ（流域下水道施設の効率
的な整備）
印旛沼、手賀沼及び江戸川
左岸流域下水道の施設を計
画的かつ効率的に整備し、
これと連携して流域関連公
共下水道*1の普及を促進す
ることにより東京湾等の公
共用水域の水質保全に寄与
します。
注 *1: 流域関連公共下水
道とは、市町村が整備を行
う公共下水道のうち、流域
下水道に接続するもので
す。

流域関連公共下水
道処理人口

Ａ

拡大

Ⅲ（流域下水道施設等の適
切な維持管理）
放流水質の法令基準を厳守
するとともに、発生汚泥の
再資源化を図ります。

発生汚泥の再資源
化量
〈再資源化率〉
（脱水ケーキベー
ス）

Ａ

拡大

現状維持

現状維持

現状維持Ⅰ（都市公園の整備）
　都市における緑の中核と
して、スポーツやレクリ
エーションの活動の場や潤
いや安らぎの場を創出し、
また、災害時における避難
場所を確保するなどの目的
で都市公園の整備を推進し
ます。

Ⅱ（緑地の保全）
　都市における緑豊かで快
適な居住環境の形成に努め
ます。

緑豊かな都市環境の実現
に向けて、着実に進んで
います。
その理由として、都市計
画区域内人口一人当たり
都市計画公園面積が6．
02平方メートル／人に増
加しました。

・ 下水道整備の推進を
概ね適切に実施しまし
た。
この理由として、①下水
道処理区域の面積及び流
域関連公共下水道の処理
人口が目標としていた数
値が上回ることができた
こと。②県内の下水道処
理人口普及率が目標とし
ていた64.5％を　　％増
加し、下水道の整備促進
が図られたこと。③下水
道終末処理場から発生す
る汚泥の再資源化率が目
標としていた数値を25％
増加し、達成したことな
ど一定の成果をあげるこ
とができました。

下水道課 生活環境の改善や公共
用水域の水質保全及び
安全で快適なまちづく
りに寄与するため、市
町村と連携しながら、
県民生活の基盤となる
下水道の普及促進に努
めます。
県で実施する流域下水
道事業については、今
後とも、コスト縮減を
めざし計画的かつ効率
的に整備を進めるとと
もに、供用された施設
を適切に維持管理しま
す。

下水道整備の推
進

Ａ

Ⅰ（下水道の計画決定、認
可と事業に係る市町村の指
導）
　社会経済状況の変化に対
応した下水道計画の決定、
変更及び認可等を行うこと
により、下水道の普及を促
進します。
また、市町村の下水道事業
に関連した国庫補助に係る
事務の執行を通じ、指導、
助言等により下水道事業の
促進に努めます。

下水道処理区域面
積

公園緑地課 都市公園や緑地は、
人々に潤いや安らぎを
もたらすとともに、レ
クリエーション活動や
自然とのふれあいの場
とし
て広く親しまれてお
り、この他、地球温暖
化対策への寄与や災害
時には避難場所など防
災拠点にもなっており
ます。
　今後は、多様なニー
ズに対応し県民の関心
や満足度を高めるた
め、現在事業中の県立
公園の整備を進めると
ともに県民・ＮＰＯな
どの参画による、公園
整備・管理を進めてい
きます。
　また、都市における
緑豊かで快適な居住環
境を形成させるため緑
地の保全や地域の緑化

緑豊かな都市環
境の実現

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

被災建築物の応急
危険度判定士の登
録者数(新規及び
延べ人数)

Ａ

Ⅰ（建築物の適正なルール
づくり）
建築基準法等の適正な運用
を図るため、建築基準法施
行条例・細則等を整備しま
す。また、建築やまちづく
りの計画に係る認可・指導
を行います。

建築協定や地区計
画制度の促進によ
る良好な住環境の
整備

Ａ

現状維持

建物の新築・増改
築工事の完成時に
おける建築基準法
に基づく完了検査
率

Ｂ

不特定の人や多数
の人が利用する建
築物の維持保全状
況に係る建築基準
法に基づく定期報
告率

Ａ

各種関係団体との
協議会の実施回数

Ａ

建築士事務所に対
する立入指導件数

Ａ

建築士等に対する
指定講習会の開催
回数

Ａ

Ⅳ（既存建築物の総合防災
対策等の推進）
既存建築物の総合防災対策
等を推進するため、定期報
告制度の充実や防災立入調
査等による指導に努めま
す。また、耐震診断・改修
に係る効果的な普及啓発や
相談体制及び支援の充実を
図るとともに、震後対策と
して被災建築物応急危険度
判定の体制を整備します。

耐震診断講習会の
受講者数

Ａ

拡大

福祉のまちづくり
適合証交付件数
累計

Ａ

省エネ法の省エネ
ルギー計画書届出
割合

Ａ

住宅に対する満足
度（満足、まあ満
足の割合）

Ａ
誘導居住(※)水準
を満たしている世
帯の割合

Ａ

バリアフリー住宅
の割合

－

県営住宅と地域貢
献施設との複合整
備

Ａ

既存県営住宅の高
齢化対応改善実施
率（共用階段に手
摺が設置されてい
る県営住宅の戸数
／階数３以上の県
営住宅の戸数）

Ａ

Ⅲ（建築物に関わる資格者
や団体の指導と連携）
建築関係団体と連携して、
建築士の指定講習会を実施
する等、建築士等の質の向
上を図ります。また、指定
確認検査機関及び特定行政
庁との連絡協議会を開催
し、円滑な行政の執行に努
めます。

Ⅴ（誰もが使いやすく地球
にやさしい建築物の推進）
快適で使いやすい建築物の
整備を推進するため、建築
物における福祉のまちづく
りを進めるとともに、ユニ
バーサルデザインによる建
築物の整備の考え方を普及
します。また、省エネ等に
よる環境にやさしい建築物
の整備を誘導します。

Ｂ

Ⅱ（建築物の安全安心実施
計画等の推進）
建築規制の実効性を確保し
て建築物を安全で安心なも
のとするために、建築物の
中間・完了検査の実施率等
の向上を図り、違反建築の
防止に努めます。また、建
築確認に係る電子情報処理
の円滑な運用に努めます。

建築パトロールの
実施回数

拡大

建築指導課 まちは、基本的生活基
盤としての建築物と、
それらをつなぎ支える
社会的基盤としての道
路・公園等の公共空間
から成り立っていま
す。
　火災や地震などの災
害に強く、快適で使い
やすい建築物の整備
は、県民の安全安心な
生活を実現するうえで
重要であり、官民を問
わず建築物に関する総
合的な指導・誘導等を
所管する当課の重要な
使命であります。
　このため、市町村や
建築関係機関等との連
携と適切な役割分担の
もと、建築基準法等に
基づき適正なルールを
定め、具体の建築物の
指導誘導を行うことに
より県民生活の向上に
寄与する役割を担いま
す。

誰もが安全で安
心して暮らせる
建築物の推進

Ⅰ（住宅・住環境整備の推
進）
　本格的な少子・高齢社会
が到来しつつあるなか、高
齢者や障害者世帯、ファミ
リー世帯から若年単身世帯
まで、全ての県民が安心し
て暮らせるような住まいづ
くりを目指します。
　また、防災性や防犯性の
確保、豊かな地域コミュニ
ティや住宅・住環境の快適
性に対する要請の高まりに
対応して、安全で快適な住
宅や住環境の形成を目指し
ます。

Ⅱ（公営住宅施策の推進）
　住宅困窮者の公営住宅需
要に適切に対応するため、
セーフティネットとして良
質な公営住宅を供給しま
す。
　また、公営住宅の供給に
あたっては、福祉施策との
連携に配慮しつつ、地域の
住宅事情を勘案し、市町村
と連携を図りながら、その
供給に努めます。

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

魅力あるちばの
住まいづくり

現状維持

拡大

誰もが安全で安心して暮
らせる建築物の推進につ
いては、概ね順調に推移
しています。
　その理由としては、①
建築物の耐震化の促進を
図るため、無料耐震相談
会の開催（9回）や、千
葉県耐震改修促進計画を
策定したこと、②「千葉
県建築物ユニバーサルデ
ザイン整備指針」の普
及・啓発を図るため説明
会の開催（2回）や事例
の収集・情報提供を行っ
たこと、③環境にやさし
い建築物の整備促進を目
的に「（仮称）ちば環境
共生建築物整備指針」を
策定するため、
検討委員会を開催したこ
と（３回）、が挙げられ
ます。
しかし、建築物の完了検
査率については、建築パ
トロールを実施し、検査
の必要性について普及に
努めましたが、目標数値
（65％）は達成しません
でした。

拡大

拡大

住宅需要実態調査（国土
交通省）については、５
年に１回の調査のため検
証はできませんが、県政
に関する世論調査による
と、調査手法等の相違は
あるものの、６６．１％
の住民が満足との回答か
ら概ね目標を達成したも
のと思われます。
このことは、社会経済情
勢の好転によるほか、県
としても財政状況が厳し
いなかで公営住宅の整備
を進めるとともに、利子
補給事業、家賃補助、住
情報の提供等様々な取り
組みを行い、住宅に対す
る満足度の向上に少なか
らず貢献したものと思わ
れます。

拡大 拡大

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

公共建築物におけ
る環境負荷低減対
策の導入率
＊国等による環境
物品等の調達の推
進等に関する法律
（グリーン購入
法）に係る資材等
の導入率

Ａ

新規公共建築物の
うち一定水準の施
設における雨水利
用・太陽光利用・
屋上緑化の取組

Ａ

コスト縮減を含め
た良質な公共建築
物の整備率
＊コスト縮減に向
けた手法（ＶＥ手
法）導入率及び新
規公共建築物のう
ち多数の者が利用
する施設における
バリアフリー化率
（誰もが不自由な
く利用できるこ
と）

Ａ

新規公共建築物の
うち多数の者が利
用する施設におけ
るバリアフリー化
率

Ａ

Ⅱ（費用対効果の推進）
全ての設計に対し、費用対
効果の面から検討し、最適
な方法を選択する手法(VE
手法)を取り入れます。

公共建築物のコス
ト縮減に向けた手
法（ＶＥ手法）導
入率

Ａ

現状維持

Ⅲ（企画構想・技術支援の
充実）
新規公共建築物の整備にあ
たり、県民の要望や安全・
環境対策等に適切に対応す
るため、公共建築物の企画
構想段階から早期に関与し
的確な支援を行います。

市町村の技術支援
等の活用度
（説明会、個別相
談）

Ａ

現状維持

Ⅳ（的確な設計･監理と安
全点検の強化）
建築や設備工事等の的確な
設計･監理を行うと共に、
工事現場における無事故を
達成するため、安全点検や
安全教育の強化を図りま
す。

工事現場での無事
故達成率

Ａ

現状維持

公共建築物を整備する
にあたり、全ての人が
安全で安心して利用で
きるような配慮を行う
と共に、環境負荷低減
に向けた工法や新技術
等の導入を推進しま
す。
また、企画構想段階か
ら早期参画して事業主
務課を支援すると共
に、人や環境にやさし
い良質で安全な施設整
備を目指します。

営繕課 良質で安全な公
共建築物の整備
の推進

拡大誰にとっても安全で、親
しみを持って利用できる
ように整備され、更に、
地球環境を守るため温暖
化対策がなされるなど、
社会的な要請にも応える
良質な公共施設整備を目
標として、　　業務を執
行しました。
　　又、誰にとっても公
平に、安全に、安心し
て、そして快適に利用で
きるよう、ユニバーサル
デザインを取り入れた施
設整備を進めるととも
に、設計ＶＥを全ての設
計物件を対象に行い、
低廉なコストによる質の
高い施設としました。

Ⅰ（人と環境にやさしい技
術の導入等）
人と環境にやさしく、全て
の人が安全で安心して利用
できる公共建築物の整備を
目指すため、バリアフリー
化の先導的役割を担うと共
に、雨水又は太陽光の利
用、室内空気汚染の原因と
なる化学物質を発散しない
資材等の活用などを推進し
ます。
さらに、グリーン購入法に
係る資材、機器及び工法等
の採用を積極的に取り入れ
ます。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

最終成果指標
／上位成果指標

目標達成状況総括

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

次年度以降の対応
二次評価

結果

設計・工事費の概
算見積り

Ａ

新技術等の調査・
研究のための講習
会等への参加

Ａ

長期的保全改修計
画策定のための
データベース化

Ａ

コスト縮減、環境
負荷低減、バリア
フリー化等への積
極的な取り組み

Ａ

工期内完成率 Ａ

無事故率 Ａ

Ⅲ（耐震診断・耐震判定の
促進）
　現行の耐震基準に満たな
い建築物の耐震性を確保す
るため、特定建築物や防災
拠点施設等、重要な建築物
の耐震診断・耐震判定業務
を推進します。

現地調査、診断・
判定・・・

Ａ

現状維持

Ⅳ（アスベスト改修型優良
建築物等整備事業の促進）
　多数の者が利用する建築
物について、露出している
吹き付け材のアスベスト含
有の有無の調査及び除去等
の処置を行う事業に関連し
た国庫補助に係る事務の執
行を通じ、指導、助言等に
より、アスベストの処理の
促進に努めます。

審査、指導、申請 Ａ

現状維持

施設改修課 県の所有する庁舎、学
校、文化施設、医療施
設等の様々な用途から
なる公共建築物は、県
民の方々への行政サー
ビスの場として、ま
た、災害時の防災拠点
として重要な役割を
担っています。財政状
況の厳しい中、これら
の県有施設について、
限られた予算で安心・
安全・快適な施設整備
に取り組み、建築物の
長寿命化を図ることに
より、既存施設の有効
活用を推進します。

公共建築物の効
率的な改修工事
の推進

知事部局、教育委
員会等から依頼さ
れた公共建築物の
改修工事の執行

Ａ

現状維持

現状維持公共建築物の効率的な改
修工事の推進は順調に行
われました。
・設計委託については、
設計の初期段階で内部委
員による設計ミニＶＥ
（バリュー・エンジニア
リング）」を限定した16
件について実施し、コス
ト縮減を始め様々な視点
から検討を行い、内容を
充実することができまし
た。
・工事発注した64件につ
いては円滑な執行がで
き、工事においても順調
に進捗し、工期内完成及
び無事故で施工すること
ができました。また、併
せて関係者との協議も十
分に行いました。
・建築物の耐震診断につ
いては、耐震化の優先度
の高い特定建築物につい
て22件（38棟）の耐震診
断を行い計画的かつ重点
的な耐震化の促進に取り
組むことができました。

Ⅰ（保全改修計画や工事費
用の概算見積りの推進）
少ない予算で、より便利で
快適な施設に改修するた
め、保全改修計画の指導・
助言を強化するとともに、
予算の有効活用を推進する
ための概算見積りを行いま
す。
また、長期的な視野に立っ
た保全改修計画の構築につ
いて支援します。

Ⅱ（設計・工事等の円滑な
執行）
　入札から工事監理に至る
過程において、綿密な打合
せやスケジュール管理等を
行い、より使いやすく丈夫
で人や環境にやさしい施設
にするため、迅速かつ安全
な業務執行に努めます。

現状維持 現状維持
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部局名　：　出納局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

公金の適正な執行 Ａ
出納書類の審査事
故件数

Ａ

公金の適正な管理 Ａ
出納業務の出納事
故件数

Ａ

各かい（所属）会
計検査指摘率

Ａ

指定金融機関等検
査指摘率

Ｂ

研修の実施回数 Ａ

的確な資金状況
（計画）の把握

Ａ

安全・有利な資金
管理

Ａ

出納局 出納局では、県民の財
産である公金を適正に
執行するため、出納関
係書類の審査や会計検
査を実施するととも
に、ペイオフに対応し
た安全で効率的な公金
管理を行います。

（※ペイオフとは、金
融機関が経営破たんし
た場合に、預金などの
払戻保証額を元本１，
０００万円とその利息
までとする措置）

公金の適正な執
行・管理

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

公金の執行・管理を適正
に実施しました。その理
由として、①収入・支出
に際しては、関係書類の
厳正な審査・確認を実施
したこと、②各所属に対
して、厳正な会計検査を
実施したこと、③公金の
運用にあたっては、的確
な資金動向を把握し効率
的に行ったこと、④「千
葉県公金及び出納システ
ム保全に関する基本方
針」に基づき安全かつ有
利な方法による公金管理
を実施したことなどが挙
げられます。

Ⅱ（関係機関への検査・会
計指導）
　各関係機関への検査等を
通して、指導・助言を行い
適正な会計事務の執行を図
ります。
　また、職員を対象に出納
事務の研修を行い職員の資
質の向上を図ります。

Ⅲ（安全かつ有利な方法に
よる公金管理）
　歳計現金及び基金（現
金）の安全かつ効率的な管
理を行います。

Ⅰ（出納関係書類の審査及
び調製並びに出納事務）
出納書類の内容に誤りがな
いかどうかを厳正に審査を
行い、適正な出納事務を行
います。
　また、決算書の調製、収
入証紙の出納・管理を適正
に行います。

施策展開の柱目標の達成状況総括
二次評価

結果

現状維持 現状維持

現状維持

現状維持

拡大

次年度以降の対応
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部局名　：　水道局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中期経営計画の進
行管理

Ｂ

ダム事業への参画
による安定水源の
確保

Ａ

県内水源の有効活
用

Ｂ

料金体系の調査研
究

Ａ

経営形態の調査研
究
地方独立行政法
人、公設民営、広
域連合制、指定管
理者制度 等

Ａ

研修の高度化 Ａ

研修受講者の習熟
度

Ｂ

給与制度の適正な
運用

Ａ

Ⅱ（給与制度の見直し）
　局の給与制度は、国や他
の部局・社会情勢等を参考
に決定していますが、労働
条件に係る問題であります
ので、組合交渉を行い、適
時適切な対応を図ります。

給与制度の見直し Ａ

現状維持

健康診断受診率 Ｂ

安全衛生委員会の
開催数

Ａ

お客様への積極的
な情報提供

Ａ
老朽化職員住宅等
の計画的な整理

Ｂ

Ⅳ（広報の充実）
　お客様が求めている情報
やお客様にとって必要な情
報を様々な広報媒体を活用
し、積極的な情報提供に努
めます。

水道局ホームペー
ジへのアクセス件
数

Ａ

現状維持

Ａ

施　策　名

当局の使命は、「安全
で良質な水道水を安定
的かつ廉価で供給する
こと。」であり、当課
としては、社会経済情
勢の変化やお客様の多
様化するニーズ及び経
営状況等を的確に把握
し、計画的な事業経営
を戦略的に推進しま
す。

計画的な経営戦略
の立案・調整

（18年度）
管理部総務
企画課
（19年度）
管理部総務
企画課
水道局管理
部業務振興
課

管理部
総務企画課

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱課　名 課の使命・役割

安全で良質な水道
水を安定的かつ廉
価で供給

Ａ

Ａ

拡大

公営企業として健全な
経営を確保するため、
計画的な定員管理や業
務の効率化・迅速化が
図られるよう組織の見
直しを進めるととも
に、社会情勢等に即し
た給与制度の適正な運
用や文書管理を行いま
す。
また、職員の心身の健
康保持・増進を図るな
ど福利厚生事業を実施
するとともに、当局事
業が円滑に運営できる
よう、局内及び出先機
関の総合調整等を行い
ます。
さらに、お客様への積
極的な情報提供によ
り、開かれた企業を目
指します。

効率的な内部管理
業務の推進

職員数

安定給水に向けた
水源確保

職員の心身の健康
保持・増進

Ａ

情報交流パソコン
会議を活用した出
先機関からの現況
報告

Ｃ

Ⅰ（計画的な事業運営の推
進）
中期経営計画の各年度の計
画と実施状況を比較・評価
し、結果の良くないものに
ついては、その原因を究明
するとともに、是正の可否
を判断して次年度以降の計
画を必要に応じて適宜見直
していきます。
また、安定給水のためダム
等の水源確保に努めるとと
もに、県内水源の有効活用
を図る水源調整計画に基づ
く水源転用を進め、水源の
安定化を図ります。

Ⅱ（経営体質の強化）
　口径別の現行料金体系等
について、使用実態を踏ま
え将来的なあり方を調査研
究していきます。
　また、県で検討している｢
県内水道のあり方｣の検討結
果を踏まえ、将来の経営形
態･運営方法等を調査研究し
ていきます。

現状維持

現状維持

現状維持

大幅に縮
小

・職員数、定数、人事の
管理
　　平成18年度は、水道
事務所の技術部門等を中
心に業務を見直し、委託
等により業務執行の効率
化を図りました。
　また、平成18年度当初
の職員数から87名の減
（1,161名→1,074名）と
なりました。
・給与制度の適正な運用
社会情勢や業務内容の変
化を踏まえ、特殊勤務手
当の見直しを実施しまし
た。
　　また、県人事委員会
勧告を踏まえ、管理職手
当の定額化、地域手当・
扶養手当の改定を実施し
ました。
・職員の心身の健康保
持・増進
　　健康診断等の福利厚
生事業を予定どおり実施
したほか、過去に石綿を
取り扱った職員等の特別
な健康診断を実施しまし
た。
　　また、局の事業場ご
とに安全衛生委員会又は
衛生委員会等を開催し、
職員の衛生管理の充実に
努めました。
・お客様への積極的な情
報提供（広報）
広報紙「県水だより」の
定期的な発行や局ホーム
ページの活用等により、
広報活動を実施しまし
た。

　計画的な経営戦略を適
切に推進しています。
・計画的な事業運営
現在、水道局では、平成
18年度～平成22年度まで
の5か年を計画期間とす
る 「千葉県水道局中期
経営計画」に基づき、計
画的かつ効率的な事業運
営に努めています。
　本計画は、将来にわた
り安全で良質な水を、安
定的かつ廉価で供給する
という水道事業者の使命
を果たすため、経営基盤
の強化を図るとともに、
施設整備の推進やお客様
サービスの向上に努める
など、計画的な経営を推
進することを目的に策定
したものです。
なお、本計画の進行管理
については、事業の進捗
状況を適切に管理・評価
するため、水道局内での
内部評価及び第三者機関
による外部評価を行うこ
ととしています。平成18
年度は、平成19年度から
開始する進行管理の具体
的な方法について検討す
るとともに、第三者機関
である「千葉県水道局事
業等評価委員会」を設置
しました。
・安定供給を図るための
水源確保
水源確保については、安
定給水が図れるよう引き
続き建設中のダム事業に
参画するとともに、関係
都県などと協同して国に
ダム建設事業費のコスト
縮減要請を行いました。

Ⅰ（適正な組織・定員管理
の推進及び職員研修の充
実）
簡素で効率的な組織を構築
するため、組織･職員数のス
リム化を図り、計画的な定
員管理に努めます。
また、職員の能力向上のた
め、研修を充実します。

Ⅲ（福利厚生事業の適正
化）
職員住宅の適切な維持管理
に努めるとともに、入居率
が低く老朽化の著しい職員
住宅・寮については、計画
的に整理することとしま
す。
さらに、職員の健康管理の
ための健康診断の実施等の
福利厚生事業を推進しま
す。

Ⅴ(局内及び出先機関との総
合調整)
　事務が円滑に推進できる
よう局全体に係わる事案の
調整や照会等の取りまと
め、各所属に対する指導や
相談及び適正な文書管理を
行います。
なお、職員が情報を共有
し、積極的に意見交換がで
きるよう、パソコン会議を
適宜開催します。

二次評価
結果

拡大 拡大

現状維持 現状維持

次年度以降の対応
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施　策　名

中間成果指標

目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱課　名 課の使命・役割
二次評価

結果

次年度以降の対応

水道事業改善計画
の改善済項目数
(累計)

Ｂ

Ⅰ（業務改善の推進）
効率的な事業運営を目指し
た「水道事業改善計画」を
取りまとめ、業務改善の推
進に努めます。

新たに改善に取り
組む項目数

Ｂ

現状維持

お客様ニーズの把
握とサービスの向
上

Ａ
インターネットモ
ニター数

Ａ

水道料金収納率 Ｂ

アンケート調査回
数
（インターネット
モニターアンケー
トなど）

Ｂ

情報システム稼動
数

Ａ
県水お客様セン
ターにおける電話
応答率

Ａ

口座振替利用率 Ｂ

情報セキュリティ
研修受講者割合

Ａ

水道業務を処理す
る基幹系コンュー
ターシステムの完
全停止件数

Ａ

黒字の確保 Ａ

Ⅰ（（黒字の確保）
予算編成及び予算執行管
理、さらに経営分析を通じ
て、経費節減、収入増加を
図り、黒字を確保します。

業務量と連動しな
い事務的経費（旅
費、備消耗品等の
13科目）における
対前年度比削減率

Ａ

現状維持

借換債の発行中止
額

Ａ

年賦償還金の繰上
償還

Ａ

Ⅲ（遊休資産の見直し及び
売却）
各所属長を通じて、遊休物
件が発生したかどうか毎年
度徹底した見直しを行い、
早期処分を行います。

遊休資産の売却 Ａ

大幅に縮
小

Ⅳ（保有資金の管理）
「千葉県公金及び出納シス
テム保全に関する基本方
針」に基づき、安全性を
優先とした上で、効率的な
資金運用を行い、有価証券
利息の収入増加を図りま
す。

資金運用による有
価証券利息収入

Ａ

現状維持

Ⅴ（会計事務の審査及び指
導）
会計伝票を審査し、業務監
察等を通じて、適正な会計
処理の指導を行います。

業務監察実施の際
の審査項目数
（会計部門）

Ａ

現状維持

契約事務研修会の
実施

Ａ

電子入札の導入 Ａ

近年、一般家庭での節水
意識が定着し大口顧客の
水需要も減少傾向が続く
中で、給水人口は増加し
ているにもかかわらず、
水道料金収入は伸び悩ん
でいます。
このような状況の中で、
人件費の削減や契約方法
の見直しなどを行い経費
の節減に努めたことか
ら、目標を達成すること
ができました。

管理部
業務振興課

お客様サービスの向上
と効率的な事業運営並
びに的確な料金収納の
ため、お客様ニーズの
把握と情報化の推進及
び業務の改善に努める
と共に、受付・収納業
務の充実を図ります。

業務改善及び情報
化の推進並びに確
実な料金収納や質
の高いサービスの
提供

管理部
財務課

健全経営を計画的に推
進していくため、適切
な予算編成、予算執行
管理及び資産の有効活
用等により、効率的な
財務運営を行います。

上水道事業におけ
る財務の健全化

現状維持

Ⅳ（情報化の推進）
電子情報や情報システムを
様々な脅威から防御するた
め「千葉県情報セキュリ
ティ基本方針」等に基づ
き、情報漏洩防止対策や情
報資産管理の強化・徹底を
図ります。
・情報セキュリティ研修の
充実(全ての一般職員対象)
・ＩＤ・パスワード設定の
強化やアクセス記録の機能
追加
・機器類の耐震強化や自家
発電設備などの安定電源の
確保

Ⅲ（受付・収納業務の充
実）
電話受付者の更なる質の向
上、お客様の視点に立っ
た、新しい支払方法、窓口
の拡大など窓口サービスの
向上に努めます。また、水
道料金の未納金の早期回収
に努めます。

Ⅱ（広聴の充実）
お客様の様々な意見や要望
等をきめ細かく把握するた
め、各種アンケート調査を
実施するとともに、県水お
客様センター等に寄せられ
る「お客様の声」を総合的
に分析し、お客様サービス
の向上を図ります。

現状維持

現状維持

現状維持

業務改善及び情報化の推
進並びに確実な料金収納
や質の高いサービスの提
供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、
①業務改善の推進では、
進行管理ヒャリングを年
2回実施するとともに各
所属に推進リーダー等を
置き業務改善を図ったこ
とが挙げられます。
　　②広聴の充実では、
お客様の様々なニーズを
きめ細かく把握するた
め、各種アンケート調査
の実施やお客様センター
に集まる情報の収集・分
析をし、この結果を業務
改善に繋げるとともに、
実務に沿った接客サービ
スの研修や職員個々の接
客態度のチェックテスト
などの取り組みを実施し
たことが挙げられます。
　③受付・収納業務の充
実では、
口座利用促進事業により
6,478件の申込があった
こと、未収金の情報の共
有化や回収方法等につい
て意見交換を行い、その
結果過年度未収金が前年
同期と比較して約900万
円減少したことなど一定
の成果をあげることがで
きました。
　④情報化の推進では、
平成18年3月に策定した
「情報化計画」に基づ
き、情報化事業を計画的
に進めることにより平成
18年度は、目標を達成す
ることができました。

Ⅱ（企業債等の適正管理）
借換債の取止め、年賦償還
金の繰上償還の実施などに
より後年度負担を減らし、
企業債等を適正に管理しま
す。

現状維持Ⅵ（契約の適正指導）
契約事務研修会等を通じて
適正な事務手続きの指導を
行います。さらに、より一
層の透明性の確保と公正な
競争を促進するため、電子
入札の導入を検討します。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施　策　名

中間成果指標

目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱課　名 課の使命・役割
二次評価

結果

次年度以降の対応

送配水管更新計画
の策定

Ａ

おいしい水づくり
計画の策定

Ａ

残留塩素濃度の低
減化(浄、給水場
実施率)

Ａ

配水区域の細分化
(区域数)

Ａ

水運用センターの
設置

Ｃ

(仮称)江戸川浄水
場の建設
(事業進捗率)

Ａ

水道施設耐震化率
浄、給水場等

Ａ

水道施設耐震化率
基幹管路延長

Ａ

防災行政無線の整
備
（設置個所数）

Ａ

職員参集管理シス
テムの整備

Ａ

訓練の実施回数
(震災、事故等対
策)

Ａ

安全でより良質な
水の供給

Ａ

Ⅰ（適切な浄水処理を行う
ための施設整備の推進）
水道水の安定した供給がで
きるよう浄・給水場設備等
の更新を老朽度と影響度を
勘案し、計画的に更新しま
す。

浄・給水場設備更
新率
（18～22年度の事
業費の進捗率）

Ｂ

現状維持

浄・給水場の送・
配水停止事故発生
件数

Ａ

Ⅱ（浄・給水場の運転管理
の改善）
浄・給水場の運転管理の効
率化のため、浄・給水場の
運転管理の計画的な民間委
託を実施します。

運転管理の民間委
託

Ａ

現状維持

Ⅲ（水質の適正管理と高度
浄水処理実験）
水道水を安心して使用して
いただくため、水質検査結
果を保証する国際標準規格
ＩＳＯ17025を取得の準備を
行うとともに、実験プラン
トによる高度浄水処理の調
査研究を進めます。

高度処理実験の実
施

Ａ

現状維持

Ⅳ（環境負荷の低減の推
進）
環境負荷の低減を目指すた
め、浄水場の発生土のセメ
ント原料、軽量骨材として
再資源化し、さらに緑化培
養土としての実用化を目指
します。また、照明設備の
省エネタイプへの変更やマ
イクロ水力発電の導入準備
を行います。

浄水場発生土有効
利用率

Ａ

現状維持

Ⅴ（事故防止対策の徹底）
事故防止体制を各浄・給水
場ごとに整備するととも
に、各浄・給水場との連携
体制を確立します。また、
事故を未然に防止するた
め、業務効率を考慮しなが
ら、保守点検業務を実施す
るとともに、非常時対応訓
練を行います。

非常時対応訓練回
数
（各非常時対応マ
ニュアルの研修
会、瞬時停電時復
旧訓練、地震発生
事点検訓練、塩素
漏洩処置訓練）

Ａ

現状維持

水道施設の計画的な整備
等に向けて、計画どおり
に進捗しています。
　その理由として、ちば
野菊の里浄水場（旧名称
（仮称）江戸川浄水場）
の建設は、配水池、洗浄
排水池及び各種設備工事
を完了して、場内整備工
事に着手しました。平成
19年度からの給水開始に
向け順調に進んでいま
す。
　また、おいしい水づく
りのため、お客様や学識
経験者を委員とした「お
いしい水づくり計画策定
懇話会」からの意見・提
言を基に、国のレベルよ
りも高い局独自の水質目
標値を設定するととも
に、これらを達成するた
めの総合的な施策を明ら
かにする「おいしい水づ
くり計画」を策定しまし
た。

Ａ

技術部
計画課

より良質なおいしい水
道水を安定的に供給す
るため、水道施設の効
率的な整備計画を策定
し、これに基づき円滑
な整備を進めます。
また、災害等発生時に
おいても需要者への影
響を 小限に抑え、一
定水準以上の給水サー
ビスを確保できるよう
危機管理体制の充実を
図ります。

水道施設の計画的
整備等の推進

安全で良質な水道
水の安定的供給

技術部
浄水課

お客様に安全でより良
質な水の供給を目指す
ため、浄水場、給水場
及び水質センターと密
接な連携を図りなが
ら、必要な施設整備と
運転管理を行うととも
に、水質管理の充実・
強化を図り、より高度
な浄水処理の調査研究
を進めます。
また、環境に十分配慮
した水づくりを目指
し、浄水場発生土の有
効活用等の環境負荷の
低減を推進します。

浄・給水場の施
設、運転の管理、
水質業務の総合調
整

Ⅱ（施設整備の推進）
水の安定供給、経営の効率
化等を図るため、老朽化の
進んだ水道施設等につい
て、更新、整備を計画的に
実施します。

Ⅰ（施設整備計画の策定及
びおいしい水づくり計画の
策定）
水道施設の整備を効率的に
進めるため、送配水管更新
計画を策定します。また、
おいしい水の供給に向けた
推進計画を策定します。

Ⅲ（危機管理対策の充実）
水道施設の耐震化等を進め
るとともに、実践的な訓練
の実施により、事故を含め
た危機管理体制の充実を図
ります。
また、渇水時においても需
要者への影響を 小限に抑
えることができるよう渇水
対策の充実を図ります。

浄・給水場の施設、運転
の管理、水質業務の総合
調整を適切に実施しまし

た。
この理由として、①適切
な浄水処理を行うための
必要な施設整備を実施し
たこと、②浄・給水場の
運転管理の外部委託につ
いては新たに1ヶ所を委
託するとともに1ヶ所の
委託の拡大を図り、経費
の削減及び業務の効率化
が図られたこと、③水質
検査結果を保証する国際
標準規格ISO17025の認定
を取得したことによりお
客様へ水道水質の安心と
信頼を提供できたこと、
④浄水場発生土の有効利
用率が100％となり、環
境負荷の低減が図られた
こと、⑤事故防止体制を
各浄・給水場及び水質セ
ンターごとに整備し、非
常時対応訓練を行うなど
事故防止対策の徹底を

図ったことなどが挙げら
れます。

現状維持

現状維持

現状維持 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施　策　名

中間成果指標

目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標

施策展開の柱課　名 課の使命・役割
二次評価

結果

次年度以降の対応

送配水管の整備延
長
（18～22年度の累
計）

Ｃ

老朽管・未普及整
備延長
（18～22年度の累
計）

Ｃ

水質・水圧に対す
る苦情件数

Ｂ 鉛給水管更新率 Ａ

直結給水率 Ｂ

Ⅱ（配水管の維持管理）
　当局が保有する送・配水
管と付帯する施設が、正常
に機能するよう施設の維持
管理・漏水防止に努めま
す。

施設の保守点検延
長
（18～22年度の累
計）

Ｂ

現状維持

貯水槽水道指導率 Ａ

技術部
給水課

より良質なおいしい水
をいつでも安心して利
用できる水道を目指す
ため、送配水管の整備
を推進すること及び小
規模貯水槽水道への積
極的な関与と、直結給
水の拡大を図るととも
に、配水管内の水質向
上・保持に努めます。

送配水管の整備・
維持管理及び貯水
槽水道の適正管理
と直結給水の促進

・　配水管等の整備に向
け、18年度の目標98㎞の
うち、水道局の計画工事
32㎞については、概ね達
成することができました
が、未普及地区について
は32㎞を予定しましたが
13㎞に減少し、また他企
業からの依頼による公共
事業関連工事等34㎞は相
手方の事業の遅れにより
30ｋｍに減少し、全体の
達成率は72％にとどまり
ました。
今後、計画の策定に当
たっては、「水道の普及
促進に関する基本計画」
に基づいた普及促進
を図ること、他企業との
協議を密にするなどの課
題が挙げられます。
・　水質・水圧に対する
苦情件数の削減に向けて
は、計画的な配水管の整
備と管内洗浄の実施等を
進めたことにより基準年
（16年度）に比べ17件減
少したものの目標の達成
には至りませんでした。
今後一層、維持管理の充
実に努める必要がありま
す。
・　直結給水の拡大に向
けては、パンフレットの
配布やホームページへの
掲載など広報を進めたこ
とにより、基準年（16年
度）に比べ直結給水率が
0.1％向上したものの、
目標の達成には至りませ
んでした。今後、貯水槽
水道地域の巡回サービス
の中で、直結給水への転
換をＰＲしていく必要が
あります。

現状維持Ⅰ（送配水管の整備）
安全で良質な水の安定供給
や水道普及の促進等を図る
ため、老朽管布設替、鉄管
腐食布設替、未普及地区配
水管整備及び鉛給水管更新
工事等を実施します。

拡大Ⅲ（貯水槽水道の適正管理
と直結給水の促進）
貯水槽水道の適正管理の助
言・指導を行うとともに、
直結給水の拡大を促進しま
す。

現状維持 現状維持
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部局名：企業庁　管理部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

Ⅲ（分譲等の促進につなが
る総合広報活動の展開）
県民や企業に分かりやす
い、分譲促進に繋がる効果
的な総合広報活動を展開し
ます。
また、他機関等と連携した
広報活動を有機的・総合的
に進めます。

ホームページへの
アクセス件数
（月平均）

Ｂ

現状維持

Ⅳ（その他の事業・事務）
庁内の事務・事業を円滑に
進めるため、行政改革の推
進や総合的な企画調整、予
算・決算や文書などの内部
管理事務、各課との連絡調
整事務、その他の事務・事
業を行います。

行政改革の推進、
総合的な企画調
整、内部管理事
務、連絡調整事
務、その他事務・
事業の実施

Ａ

現状維持

土地造成整備事業
会計資金残高

Ａ

Ⅰ（予算編成）
多様な土地分譲・貸付制度
を活用し資産処分を促進す
ることにより、収入予算を
確保するとともに、公共施
設の移管、負担金の見直し
などにより支出予算の削減
を図ります。

収入予算の確保 Ａ

現状維持

工業用水道事業会
計資金残高

Ａ

Ⅱ（予算執行の管理）
収入の早期確保及び主要事
業の進捗管理を図るため、
概ね四半期ごとに、事業の
現状、今後の方針、予算執
行状況等の把握を行いま
す。

予算の進行管理の
実施

Ａ

現状維持

土地造成整備事業
会計企業債残高

Ａ

Ⅲ（会計事務の適正な執
行）
収入及び支出事務を適正に
執行し、精算事務を推進し
ます。

精算推進委員会の
開催

Ａ

現状維持

工業用水道事業会
計企業債残高

Ａ

Ⅳ（資金の管理・運用）
出納事務を適正に執行し、
資金については、安全性を
最優先に管理・運用しま
す。

定期預金の運用回
数

－

現状維持

土地造成整備事業
会計における未成
事業資産の精算
（精算地区の数）

Ｂ

Ⅴ（企業債の管理）
企業債残高の圧縮を図るた
め、分譲代金等の収入の確
保、経費の節減を徹底し、
発行の抑制を図ります。

企業債発行額の抑
制

Ｃ

現状維持

資金の管理・運用
（運用利息）

Ａ

Ⅵ（契約事務の指導）
　契約事務等の運用指導な
どを通じて、契約の適正化
を推進し、企業庁事業の経
営の改善を進めます。

企業庁電子入札制
度の導入

Ｃ

現状維持

事業の進捗状況に
応じた組織体制の
構築

企業庁予算の管理、適正
な会計事務の執行、安全
な資金管理の推進を適切
に実施しました。
当庁は厳しい財務状況の
中、経営の健全性の向上
に努めているところであ
り、収入の確保等に努め
た結果、土地造成整備事
業会計においては、平成
18年度末の資金残高は約
921億円と前年度末に比
べ約68億円の増加、企業
債残高については前年度
末に比べ約192億円減の
約891億円となり、ま
た、工業用水道事業会計
においては、平成18年度
末の資金残高は約139億
円と前年度末に比べ約
149億円の減少となった
が、目標を約46億円上回
り、企業債残高について
は前年度末に比べ約12億
円減の約488億円とな
り、目標を達成しまし
た。
また、土地造成整備事業
会計における未成事業資
産の精算地区の数は39地
区であり、資金の運用利
息は目標7,800千円を大
きく上回る211,307千円
となり、目標を達成しま
した。

企業庁財務情報シ
ステムの安全性、
効率性の確保

財務課 企業庁の予算編成、予
算執行、企業債の管
理、適正な会計事務の
執行及び安全な資金の
管理により、収入の確
保、経費の節減、企業
債残高の圧縮を進め、
財務状況の改善を図る
とともに、契約事務等
の運用指導などを通じ
て事業の円滑化及び経
営の健全化に努めま
す。

企業庁予算の管
理、適正な会計
事務の執行、安
全な資金管理の
推進

企業総務課 企業庁事業の進捗に応
じた組織・人員のスリ
ム化を図りながら、土
地造成事業の収束に向
けた組織体制の構築を
目指します。また、組
織の活性化のための職
場環境づくりを進める
とともに、総合的な企
画調整、情報化の推
進、事業を推進するた
めの効果的な広報活動
の展開などを行い、よ
り円滑で効率的な企業
庁事業の運営に努めま
す。

効率的な企業庁
事業の推進

Ⅰ（組織・人員の見直し、
職場の活性化、職員の意識
改革の推進）
事業の進捗状況に応じて組
織・人員のスリム化を図る
とともに、状況変化に機動
的に対応した組織体制の整
備を推進します。
また、職場の活性化、職員
の意識改革、働きやすい環
境づくりを進めます。

Ⅱ（情報化の推進）
情報化を推進するための人
づくりや情報通信システム
の安全性・効率性の向上を
図ります。

土地造成事業の収
束に向けた組織体
制の構築

Ａ

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

効率的な企業庁事業の推
進に向けて順調に進んで
います。この理由とし
て、①組織体制について
は、房総臨海地区（皿木
系）における工業用水増
量給水に対応するための
増設工事が終了したこと
に伴い、1出先機関を廃
止するとともに、業務内
容及び業務量に応じた
室・課等の統合や再編を
行ったこと、②広報活動
については、分譲促進に
繋がる情報をわかりやす
く提供するとともに、
ホームページで中長期経
営見通しを18年10月に公
表するなど、企業庁の事
業経営に係る透明性の確
保を推進したこと、ま
た、ホームページへのア
クセス件数については、
つくばエクスプレス関連
事業へのアクセスが受託
終了に伴い減少したが、
全体としては前年度並み
のアクセス件数を達成し
たことなどが挙げられま
す。

事業を推進するた
めの総合広報活動
の展開

Ａ Ａ

二次評価
結果

現状維持 現状維持

Ａ

現状維持

次年度以降の対応

現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

次年度以降の対応

企業庁の経営改善
の着実な推進

Ａ
企業庁経営戦略プ
ランのフォロー
アップ

Ａ

土地造成整備事業
の着実な推進

Ａ
長期事業収支見通
しの見直し

Ａ

Ⅱ（地区別事業スケジュー
ルの進行管理）
土地造成整備事業の地区別
事業スケジュールのフォ
ローアップ及び課題への具
体的な取組み等により、着
実に事業を推進します。

地区別事業スケ
ジュールの進行管
理

Ａ

現状維持

Ⅲ（固定資産の適切な管
理）
事業進捗及び土地処分にあ
わせて、企業庁保有土地の
的確な把握など、固定資産
等の適切な管理を進めま
す。

固定資産台帳の整
理

Ａ

大幅に縮
小

・　企業庁の経営改善の
実現に向けて順調に進ん
でいます。
　　その理由として、18
年度からスタートした企
業庁新経営戦略プランの
戦略的な展開及び長期事
業収支見通しに基づく取
組みにより、土地造成整
備事業では、土地処分の
促進による収入の確保及
び投資的経費の削減を図
り、資金残高の増や大幅
な企業債残高の減少を実
現したこと、また、工業
用水道事業では、水需要
の減少が進む状況の中
で、新規需要の開拓や外
部委託の推進等によるコ
スト縮減により、企業債
残高の減少を実現したこ
とが挙げられます。
・ 土地造成整備事業に
ついては、平成24年度の
事業収束に向けて順調に
進んでいます。
その理由として、新経営
戦略プランの基本方針に
基づき、地区別事業スケ
ジュールの適切な進行管
理を実施した結果、保有
土地の処分及び公益施設
等の引継ぎの促進が図ら
れ、着実に事業が推進し
ていることが挙げられま
す。

Ⅰ（企業庁の経営改善）
企業庁の経営基盤強化を図
るため、経営の健全化に取
り組みます。

事業整理課 企業庁経営の総合プラ
ンである企業庁経営戦
略プランに基づき、土
地造成整備事業及び工
業用水道事業の戦略的
な展開を図ります。ま
た、経営戦略プランの
進行管理については、
長期事業収支見通し及
び土地造成整備事業ス
ケジュールを毎年見直
し、的確な事業の進捗
状況を把握するととも
に、経営改善を推進し
ます。

企業庁事業の経
営改善、土地造
成整備事業の進
行管理

現状維持 現状維持 現状維持
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部局名：企業庁　地域整備部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

土地造成整備事業
の収束

Ａ

Ⅰ（地区ごとの精算）
土地造成整備事業の収束に
向け、地区ごとの精算につ
いて計画的な推進を図り、
１箇所の精算を行います。

地区ごとの精算箇
所

Ａ

拡大

Ⅱ（土地造成整備事業に係
る地区ごとの進行管理）
土地造成整備事業の収束に
向け「土地造成整備事業ス
ケジュール」に沿って進行
管理を行い、課題の解決を
図っていきます。

土地造成整備事業
に係る地区ごとの
進行管理

Ａ

現状維持

Ⅲ（三番瀬海域における漁
業関係者等に係る問題の解
決）
企業庁が三番瀬海域におい
て過去に実施した埋立事業
や埋立計画の遅延・中止等
に伴い発生している漁業関
係者等に係る問題の解決を
図ります。

三番瀬海域におけ
る漁業関係者等に
係る問題の解決

Ａ

拡大

Ⅳ（その他の事業・事務）
他部局・部内各課等との連
絡調整、その他事務などの
内部管理事務を行い、部内
の各事務事業の円滑かつ効
率的な推進を図ります。

その他の事業・事
務

Ａ

現状維持

千葉ニュータウ
ン事業の早期完
了

事業の早期完了 Ｂ
厚生対策事業の見
直し

Ａ

諸課題の取組方針
及びスケジュール
に係る進行管理

Ｂ

Ⅱ（土地処分等の促進）
　都市再生機構とともに、
広報活動及び企業誘致活動
に積極的に取り組み、入居
促進と企業誘致に努めま
す。

土地処分のための
広報活動

Ｂ

現状維持

Ⅲ（事業計画見直し）
　千葉ニュータウン事業の
早期完了に向けた事業計画
の見直し作業を行います。

事業計画の見直し Ａ

大幅に縮
小

Ⅳ(その他の事業・事務)
　その他、千葉ニュータウ
ン事業に関連する事業並び
に課内の予算決算事務等を
含む庶務業務を実施し、事
業の推進に努めます。

内部管理事務、連
絡・調整事務、
その他の事業･事
務の的確な実施

Ａ

縮小

立地企業及び施設
計画
の決定
柏北部中央　地区

Ｂ

募集要項の作成、
企業
の選定等といった
企業誘致までの各
段階への到達度
柏北部中央地区

Ｂ

立地企業及び施設
計画
の決定
運動公園周辺地区

Ｂ

募集要項の作成、
企業
の選定等といった
企業誘致までの各
段階への到達度
運動公園周辺地区

Ｂ

千葉ニュータウン事業
について、共同施行者
である都市再生機構と
緊密な連携を図りつ
つ、事業計画の見直し
を行うとともに、投下
資金の節減や収入確保
を図るための積極的な
企業誘致等による土地
処分の促進を図り、｢住
む｣｢働く｣｢学ぶ｣｢憩う｣
などの各種機能の複合
した総合的な都市づく
りを推進し、事業の早
期完了に努めます。

つくばエクスプレス沿
線において、多様な機
能が調和した魅力ある
地域を目指し、柏北部
中央地区及び流山運動
公園周辺地区の新駅周
辺において、関係機関
と連携して、地域の特
色を生かしたまちづく
りを推進します。

つくばエクスプ
レス沿線整備事
業等

つくばエクスプレス沿線
のまちづくり推進事業は
概ね順調に進んでいま
す。
両地区とも概ね目標を達
成いたしました。
柏北部中央地区の残り
0.2ｈａについては、地
区の特性に相応しい施設
を誘導すべく個別の協議
が進んでいます。
また運動公園周辺地区で
は、当方で事業手法など
の検討・調査を行うこと
が決定しました。今後、
土地の使用収益開始に合
わせ、地域に相応しい機
能の導入を進めます。

ニュータウ
ン整備課

平成25年度の事業完了に
向け、諸課題の解決方策
の検討・策定など概ね順
調に進んでいますが、地
元自治体及び地権者との
調整や未処分宅地の処分
促進などを行う必要があ
り、今後、これらの課題
を解決していかなければ
なりません。

現状維持Ⅰ（事業完了への取組）
　千葉ニュータウン事業の
完了に向けて、都市再生機
構と検討・整理を行った諸
課題の取組方針に基づい
て、事業進行管理を着実に
行い、事業の早期完了に努
めます。
また、厚生対策事業につい
ては関係者との協議により
事業収束に努めます。

拡大

次年度以降の対応

拡大Ⅰ（まちづくりの推進）
　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。

中間成果指標

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

課名 施策展開の柱課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標

事業管理課 部内各課と連携協調
し、企業庁の収束に向
け、事業採算性の確保
に努め、経営基盤の強
化を図るなどより効率
的な事業展開を推進し
ます。

土地造成整備事
業の推進

土地造成整備事業の事業
収束にむけ、課題の整理
を行い、対応策及び今後
のスケジュールについて
１８年度の目標を確定さ
せました。
また、１８年度の進捗状
況を年度内にとりまと
め、１９年度以降にむけ
た方針を策定、概ね順調
に進んでおります。

二次評価
結果

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

次年度以降の対応中間成果指標

課名 施策展開の柱課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括

終成果指標
／上位成果指標 二次評価

結果

分譲収入 Ｂ
分譲の広報活動、
企業誘致活動を積
極的に行います。

Ｂ

賃貸収入 Ｂ

地域整備事業に係
る土地造成整備事
業進捗率（対事業
費）

Ａ

Ⅰ（臨海地域土地造成整備
事業の推進）
　浦安地区第２期及び京葉
港地区の基盤整備事業を推
進します。

臨海地区事業進捗
率（対事業費）

Ａ

現状維持

公共施設及び代替
地等保有土地の未
処分面積

Ｂ

Ⅱ（内陸地域の造成整備事
業等の推進）
　内陸工業団地及び物流用
地等の基盤整備を推進しま
す。

物流用地の整備面
積

Ａ

現状維持

Ⅲ（公共施設等の引継ぎの
推進）
　未移管の公共施設等につ
いて、 終管理者へ早期引
継ぎを実施します。

公共施設等の未引
継面積

Ｃ

現状維持

保有代替地等の未
処分面積

Ｃ

事業中止地区の取
得済み用地の未処
分面積

Ａ

幕張新都心の活動
人口

Ａ

幕張新都心の居住
人口

Ｂ

Ⅱ（拡大地区の整備推進）
拡大地区において「所有か
ら利用」へと変化している
土地の需要に応じた柔軟な
土地活用と整備を推進しま
す。

拡大地区で分譲・
賃貸する土地面積
累計

Ｂ

現状維持

Ⅲ（幕張ベイタウン事業の
着実な推進）
高齢者などに配慮し、誰も
が暮らしやすく、国際化な
どの生活の多様化にも対応
した幕張ベイタウン事業を
推進します。

幕張ベイタウン供
給戸数累計

Ａ

拡大

Ⅳ（公共施設の将来管理者
への引継ぎ）
懸案となっている幕張新都
心内の道路・公園等公共施
設を 終管理者へ早期に移
管するための事務を進める
と共に、施設の適正な管理
事務を行います。

幕張新都心（A地
区）内、整備済の
公共施設の引継ぎ
完了面積累計

Ｂ

現状維持

Ⅳ（不用代替地等の処分の
促進）
　不用代替地及び事業中止
地区の取得済用地等につい
て、譲渡等の処分を推進し
ます。

Ⅰ（工業用地・業務用地等
の分譲促進）
　経済誌、新聞等への広
告、パンフレットの作成、
企業誘致説明会の開催、イ
ンターネットによる分譲案
内、さらに企業の立地動向
を把握しながら企業訪問等
を積極的に取組み、分譲・
貸付契約による収入の安定
確保に努めることと併せ
て、調査、協議、調整等の
付帯事務を適正に進めてい
きます。

大規模分譲優遇や分割納
入等の各種分譲優遇策を
適用した契約により、年
度内での分譲収入は目標
額に達しなかったが概ね
順調に推進しました。
分譲契約件数　33件、契
約面積 約27.7ヘクター
ル、契約金額　154億2千
3百万円
　貸付契約件数　 4件、
契約面積 約1.8ヘクター
ル、契約金額　1千2百万
円／年額
　　　　　収入額　　約
172億8千1百万円

景気の回復に伴う企業の
設備投資意欲の高まりを
背景に、契約件数や面積
は概ね順調に推移しまし
たが、分割納入の適用や
単価の安い内陸部等に分
譲が移ってきたことから
年度の収入としては、今
後も伸び悩むものと思わ
れます。

現状維持

現状維持

｢地域整備事業に係る土
地造成整備事業の推進｣
に向けて概ね順調に進ん
でいます。
この理由として、課題で
あった未買収用地の取得
に向けて積極的な取組み
を行っていること、
開発行為に係る計画変更
の事前協議を行ったこ
と、造成工事に着手した
こと及び事業中止地区の
取得済用地の処分促進が
図れたこと等が挙げられ
ます。

建設課 企業庁の経営基盤の強
化を図るため、臨海地
域及び内陸工業団地等
の土地造成整備事業を
推進するとともに、公
共施設の引継ぎや不用
代替地などの保有土地
の処分を進めます。

地域整備事業に
係る土地造成整
備事業の推進

土地分譲課 内陸部・臨海部の工業
用地・業務用地への企
業誘致の促進や優良な
住宅用地の分譲を通し
て、地域経済の活性化
と豊かで安全なまちづ
くりを推進します。

工業用地、業務
用地等の分譲促
進

幕張新都心
整備課

「職・住・学・遊」の
複合機能や交通利便性
を活かし、企業の進出
しやすい環境づくりや
就業者、居住者及び来
訪者などにとって魅力
あるまちづくりを推進
します。

国際業務都市
「幕張新都心」
の形成

Ｂ

Ⅰ（住み、働く人との交
流・まちづくりの推進）
住み、働く人などととも
に、豊かな賑わいや交流を
創り出すまちづくりを推進
するとともに、訪れる人々
にとっても快適な環境づく
りを進めます。

幕張新都心来訪者
数

現状維持国際業務都市「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、活
動人口が目標を上回った
こと等が挙げられます。
拡大地区については、道
路等の公共施設の整備を
行うとともに、１区画の
施設がｵｰﾌﾟﾝし、来訪者
の増大が図られました。
今後は、複合機能都市の
実現（幕張新都心の新た
な魅力・賑わいの創出）
に向けて適切な手法を検
討することとしました。
　幕張ベイタウンでは、
平成１９年３月中旬にベ
イタウン地区内で２棟が
新築され、６５６戸
の入居が開始されたた
め、居住人口は順次増加
するものと考えていま
す。
公共施設の将来管理者へ
の引継ぎの実現に向けて
概ね順調に進んでいます
が、困難な課題に
については、関係市と協
議を重ね、早期引継ぎに
向けて努力しています。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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部局名：企業庁　工業用水部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

未売水の新規売水
量

Ｃ

一般会計借入金の
返済額

Ａ

将来の組織及び事
業運営のあり方の
検討

Ａ

Ⅱ（その他の事業・事務）
 収入・支出の処理、資料
作成、照会、調査事項への
対応などの取りまとめ、調
整。

内部管理事務、連
絡・調整事務、そ
の他の事業・事務
の的確な実施

Ａ

現状維持

工業用水の安定給
水

Ａ

Ⅰ（浄水場運転管理業務の
委託化）
　安定給水の確保及び維持
管理業務の合理化のため、
工業用水道施設の運転管理
業務の民間委託化を推進し
ます。

浄水場運転管理業
務の委託化

Ａ

拡大

新しい設備更新計
画の作成及び施設
の整備

Ａ

現行の施設改良計
画の進捗状況

Ａ

Ⅲ（工業用水道施設情報管
理システムの構築）
　施設管理台帳の点検整備
を行うとともに、台帳の電
子データ化を推進します。

工業用水道施設情
報管理システムの
構築

Ａ

拡大

浄水場発生土の培
養土化の割合

Ａ

培養土の生産量 Ａ

拡大

・ 工業用水の安定的な
給水の確保に向けて概ね
順調に進んでいます。こ
の理由として、施設の運
転管理業務について、
「新たな県工業用水施設
の維持管理のあり方」の
調査を実施するなど、直
営・民間委託方式を含め
た維持管理計画作成の達
成に向けて検討を進めて
きました。
・ 適切な補修及び計画
的な建設改良を行うこと
により施設を適正に維持
管理するための改良計画
作成の達成については、
「設備更新計画(案)」に
基づき順調に進めてきま
した。
・ 施設管理台帳の点検
整備及び電子データ化の
達成に向けて順調に進め
てきました。
　16年度中にはシステム
の改良が終了し、各事務
所におけるデータ入力を
進めてきました。
・ 循環型社会づくりを
促進するとともに経費削
減のため、浄水場発生土
による培養土事業につい
ては、15年度と比較して
浄水場発生土の培養土化
の割合を高めることがで
きました。

Ⅳ（浄水場発生土の培養土
化の推進）
　資源循環型社会づくりへ
貢献、経費節減のため、浄
水場発生土による人工培養
土事業を推進します。

現状維持

目標の達成状況総括

工業用水道事業の経営の
健全化に向けて概ね順調
に進んでいます。この理
由として、新規売水量が
目標の四分の一しか達成
できませんでしたが、こ
れは給水申込納付金廃止
との兼ね合いから新規受
水希望企業が本年度中の
申込を見送ったことによ
るものであり19年度には
数千立方メートルの申込
が見込まれています。ま
た、一般会計借入金につ
いても目標どおりの返済
を行うことができまし
た。更に、今後の事業運
営のあり方について検討
を行い中間報告として集
約し、このうち新規売水
対策として掲げた給水申
込納付金の廃止について
は、企業との意見交換会
等を通じ協議を重ねたと
ころ３地区で了解が得ら
れ、これらの地区につい
ては19年4月1日をもって
廃止することを決定しま
した。これにより、今ま
で以上の新規売水が期待
されます。

拡大

次年度以降の対応

施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

管理課 管理課の使命は、部内
各課（所）との緊密な
連携の下に安定給水に
努めるとともに、資本
投資の抑制及びコスト
削減等を図る事業採算
性を重視した合理的・
効果的な事業運営によ
り、経営の健全化を図
ることにあります。

工業用水道事業
の経営の健全化

Ⅱ（施設の維持管理）
　工業用水道施設の保守点
検を確実に実施し、適切な
補修及び計画的な改修を
行って、施設を適正に維持
管理します。

Ⅰ（合理的・効率的事業運
営の推進）
　合理的・効率的な事業運
営を行うとともに経営基盤
の強化を図り、経営の健全
化を推進します。このた
め、未売水対策、経営の合
理化、将来の組織及び事業
運営のあり方の検討等各種
施策の推進を図ります。工業用水の経営健

全化
Ｂ

施設維持課 工業用水道施設の確実
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
補修及び建設改良等を
行い、施設を適正に維
持管理していきます。
また、資源循環型社会
づくりへ貢献、経費削
減のため、浄水場発生
土による人工培養土事
業を推進します。

工業用水の安定
的な給水の確保

二次評価
結果

拡大 拡大

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

目標の達成状況総括

次年度以降の対応

施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名
二次評価

結果

工業用水の安定給
水

Ｂ

Ⅰ（水源の確保）
　受水企業に対する工業用
水の安定給水を図るため、
それに係る水源を確保しま
す。

必要水源に対する
安定水源の割合

Ａ

現状維持

工業用水道施設の
設備更新計画（平
成１８～２３年
度：６ケ年）に基
づく施設の整備の
進捗率

Ｃ

東京外かく環状道
路（外かん）建設
に伴う工業用水管
の移設工事

Ａ

房総臨海地区皿木
系の施設の増設工
事

Ａ

現状維持

工業用水の安定給水のた
めの水源確保及び建設改
良事業等は、概ね順調に
進んでいます。
その理由として、①水源
の確保を図るため必要な
費用負担等を行ったこ
と、②設備更新計画に
基づく施設整備や東京外
かく環状道路建設に伴う
移設工事を進めているこ
と、また、房総臨海地区
皿木系施設の増設工事が
完了したことなどが挙げ
られます。なお、設備更
新計画に基づく施設整備
については、目標に達し
ませんでしたが、国庫補
助事業採択が見送られた
ことが影響しています。

Ⅱ（建設改良工事の実施
等）
　適切な補修及び計画的な
建設改良を行うため、設備
更新計画に基づき、施設の
更新等を行います。
　また、東京外かく環状道
路（外かん）建設に伴い工
業用水管を移設する必要が
あり、国からの適正な補償
に基づき、工事を進めま
す。
　また、㈱日立ディスプレ
イズからの増量申し込みに
対する房総臨海地区皿木系
の施設の増設工事を早急に
行います。

工務課 工業用水の安定給水の
ため、水源の確保に伴
う水源開発費の負担を
行い施設の完成を図る
とともに、施設の老朽
化による更新等を目的
とした建設改良事業等
について、緊急性、経
済性等を考慮しながら
計画的に実施していき
ます。

工業用水の安定
給水のための水
源確保及び建設
改良事業等

現状維持 現状維持
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部局名：病院局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

病院事業会計の単
年度収支

Ｃ
患者満足度（アン
ケート調査結果）

Ａ

経常収支比率
（経常収益÷医業
費用）×100

Ｃ
臨床研修医受入人
数

Ａ

レジデント医受入
人数

Ｃ

山武地域医療セン
ターの開院

－

人事、給与、組織
に関する内部管理
業務

Ａ

財務に関する内部
管理業務

Ａ

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱目標の達成状況総括

最終成果指標
／上位成果指標

病院局
経営管理課

県立病院は、県民に対
して、医療過疎地域に
おける「地域医療」
や、一般の医療機関で
は実施が困難な「高度
医療」等を提供してき
たところであり、引続
き、その役割を果たし
ていく必要がありま
す。
そのためには、変動す
る県民ニーズへの適切
な対応及び経営基盤の
確立が不可欠であるこ
とから、より良質で安
心・安全な医療の提供
に向けた体制整備や経
営の健全化を推進し、｢
地域医療｣及び｢高度医
療｣の県民への安定的な
提供を目指します。

県立７病院の運
営

薬品の共同購入等、経費
の節減に向けた取組みの
成果はあがったものの、
目標設定時には想定して
いなかった、医師不足に
より患者数が大幅に減少
したことや診療報酬が改
定されたことにより目標
には至らなかった。

Ⅰ（県立病院の運営に関す
る施策の立案・調整）
　県立病院の運営体制の整
備、経営健全化・経営基盤
の確立を図るための施策の
立案・調整を行います。

Ⅱ（その他の事業・事務
（内部管理業務））
　県立病院の適正な運営を
行うため、人事、給与、組
織、財務その他の内部管理
を適確に実施します。

二次評価
結果

現状維持 現状維持現状維持

現状維持

次年度以降の対応
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部局名：教育庁　企画管理部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

県民に開かれ信頼
される教育委員会
の推進

Ａ
教育委員協議会等
開催数（回）

Ａ

教育委員会会議会
議録のホームペー
ジアクセス数
（件）

Ａ

Ⅱ（内部管理業務等）
　庁内組織・定数、人事管
理や給与制度の運用等を行
います。 庁内各課との連携

を図り、適正な組
織運営に努めるこ
と

Ａ

現状維持

教育政策課 内部管理業務、
教育施策の企
画・立案・調
整、教育情報の
提供と広報・広
聴活動など

「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。

－

Ⅰ（教育施策の企画・立
案・調整の推進）
・県民ニーズや教育課題
を踏まえた教育施策の企
画・立案・調整を行いま
す。

アクションプラン
の策定を通じた各
課が掲げる目標の
達成率

－

拡大

Ⅱ（教育広報・広聴活動
の推進）
・学校・家庭及び地域社
会等へ県教育行政に関す
る情報を　　積極的に提
供するため、教育広報・
広聴活動を推進します。

教育庁ホームペー
ジアクセス数
（件）

Ａ

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

Ｂ

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

Ｂ

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

Ⅰ（教育委員会会議の充実
と活性化）
　本県教育行政の重要事項
を決定する教育委員会会議
の充実と活性化を図りま
す。

拡大内部管理業務など―県民
に開かれ信頼される教育
委員会の推進―を適切に
推進しました。その理由
として、①教育委員会会
議会議録のホームページ
アクセス件数が前年度を
上回る見込みであるこ
と、②移動教育委員会だ
けではなく、1000ヶ所ミ
ニ集会や教育タウンミー
ティングへ教育委員が積
極的に参加することによ
り、県内各地域の教育的
ニーズや実情を知ること
ができ、重要な方針や施
策等の決定をする上で有
益なものとなったことが
挙げられます。

次年度以降の対応

教育総務課 多様化・高度化する県
民の教育に対する期待
や要望を適切に把握
し、信頼度・透明度の
高い教育行政を展開す
るため、教育委員会会
議の充実と活性化を図
ります。

内部管理業務な
ど
　―県民に開か
れ信頼される教
育委員会の推進
―

県民ニーズや教育課題
を踏まえた教育施策の
企画・立案・調整を行
うとともに、信頼度・
透明度の高い教育行政
を展開するため、教育
情報の提供と広報・広
聴活動の充実を図りま
す。

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。

Ｂ

・　教育施策の企画・立
案・調整の推進の実現に
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。具体的には
①千葉県教育戦略ビジョ
ンの策定に向けた教育タ
ウンミーティングを１３
回実施、中学生・高校生
との交流会を８回実施す
ることにより、幅広い県
民の意見を聞くことがで
きた②アクションプラン
等の策定や進捗状況、成
果の把握を行い、県とし
て必要な教育施策の展開
に向けた企画・調整を行
うことができたことなど
が挙げられます。
一方、千葉県教育の戦略
的ビジョンは、進行が遅
れ、７月に策定予定と
なっています。知事部
局、警察本部、県教育委
員会の関係各課との調整
等に時間を要したことが
原因と考えられます。
・　教育情報の提供と広
報・広聴活動の推進の実
現に向けて順調に進んで
います。その理由として
①「県教委ニュース」、
教育広報「夢気球」の充
実を図ったこと②県教育
委員会ホームページをリ
ニューアルして、アクセ
ス数が前年度より約２
４％増加し、県教育行政
に関する情報を広く提供
できたことが挙げられま
す。

拡大

二次評価
結果

拡大 拡大

拡大 拡大
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

次年度以降の対応
二次評価

結果

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。

Ｂ

Ⅰ（教育予算の編成等）
　県民ニーズや教育課題を
把握し、財政状況を踏まえ
た教育予算原案を作成する
とともに、予算執行の総合
調整に努めます。

予算の編成や執行
を通じた各課が掲
げる目標の達成率

－

現状維持

県立学校校舎の耐
震化実施数及び耐
震診断実施数（累
計）

Ａ

Ⅱ（適正な財務会計事務の
執行・指導）
　適正な財務会計処理、給
与支払事務等により、円滑
な教育行政を進めます。

財務会計事務の適
正処理等に係る現
地指導（教育事務
所と連携）

Ａ

拡大

老朽化した建物の
改修

Ｂ

Ⅲ（県立学校等生徒の修
学・就学援助）
　経済的理由により、修
学・就学が困難な者の経済
的な負担を軽減するため、
授業料減免及び奨学金の制
度の適正な運用に努めま
す。

制度の周知と適正
な運用並びに奨学
金の返還状況の管
理

Ａ

現状維持

県立学校の教育財
産の管理と保全

Ａ

Ⅳ（適正な補助金事務執
行・施設設備に係る指導）
　公立学校施設整備等の市
町村が行う国庫負担（補
助）事業に係る事務や施設
設備に係る指導を行うこと
により、公立学校の教育環
境の充実を図ります。

研修会の実施や個
別相談・指導
及び現地調査

Ａ

現状維持

Ⅴ（教育財産の管理）
　県立学校施設の管理・保
全を行います。 県立学校等の消

防・防災設備の安
全管理・保守点検

Ｂ

現状維持

高校再編に伴う施
設整備数（累計）

Ａ

産業教育施設設備
整備数

Ｂ

調理室の改善対策
数（累計）

－

Ⅶ（建設工事の指導）
　教育機関の建設工事につ
いて、専門的・技術的指導
を行います。

教育機関の建設工
事に関する指導

Ａ

現状維持

財務施設課 県民ニーズや教育課題
を踏まえた教育予算の
編成と適正な執行に努
めます。
また、県立学校の財務
会計事務の適正な執行
に係る指導に努めると
ともに、給与支払事
務、補助金関係事務、
奨学金・授業料減免関
係事務等、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。
さらに、児童生徒や教
職員が安全で快適な教
育活動を行える環境を
整えるため、県立学校
の施設整備、教育財産
の管理等を行います。

内部管理業務、
教育予算の編
成、教育環境の
整備など

現状維持

・ 内部管理業務につい
て適切に実施しました。
・ 教育予算の編成につ
いては概ね順調に進んで
いますが、一部課題が
残っています。今後は、
①教育戦略ビジョン等を
踏まえた主要施策方針を
早期に確立すること、②
予算編成時に一層のリー
ダーシップを発揮した調
整を行う等に積極的に取
り組んでいきます。
・ 教育環境の整備につ
いても概ね順調に進んで
います。特に耐震診断及
び耐震改修を目標とおり
１００％実施できまし
た。

Ⅵ（県立学校施設の整備）
　県立学校施設設備等の教
育環境の整備を行います。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

次年度以降の対応
二次評価

結果

県立高等学校数 Ａ

単位制高校の設置
（全日制）

Ａ

総合学科の設置 Ａ

中高一貫教育校の
設置

Ａ

（仮称）総合技術
高校の設置

Ａ

三部制定時制高校
の設置

Ａ

女子校の共学化 Ａ

通信制独立校の設
置

Ａ

魅力ある高等学校
づくりチャレンジ
支援事業の実施

Ａ

先進的な高等学校
づくり（パイロッ
ト・ハイスクー
ル）推進事業の実
施

Ａ

定期健康診断等に
おける教職員の健
康度

Ａ
定期健康診断の受
診率

Ｂ

生活習慣病検診の
受診率

Ａ

教職員住宅の適正
な管理

Ａ

ライフアップセミ
ナーの参加者数

Ｃ

モアライフセミ
ナー

Ａ

公務災害補償及び
児童手当・退職手
当・恩給の支給事
務等を的確に実施
すること

Ａ

Ａ

福利課 教職員等の健康の保持
増進と生活の安定向上
を図るため、公立学校
共済組合及び（財）千
葉県公立学校教職員互
助会と連携しながら、
健康管理の充実を図る
とともに、福利厚生事
業に努め､もって公務の
能率的運営を図りま
す。

教職員の福利厚
生の充実

県立学校改
革推進課

中学校卒業者数の減少
に伴う学級数・生徒数
の減少による生徒の学
習面・学校運営面での
円滑な運営に大きな影
響を及ぼす懸念や平成
１６年度の中学校卒業
者の９７％を超える高
校進学に伴う生徒の能
力・適性、興味・関
心、進路希望の多様化
等に対応することが必
要です。
こうした課題に対応す
るため、学校規模や配
置の適正化、「やり直
しのきくシステム」の
構築、学校の再編・学
科の再構成、選択幅の
拡大、開かれた学校づ
くり等を高等学校再編
の方向性とした県立高
等学校再編計画に基づ
き、魅力ある高等学校
づくりを推進します。

県立高等学校再
編計画の推進

県立高等学校再編
計画に基づく魅力
ある高等学校づく
りの推進

現状維持

現状維持魅力ある高等学校づくり
の実現に向けた県立高等
学校再編計画の推進及び
学校自らが企画・提案す
る特色ある教育に対する
取組が着実に進んでいま
す。
・ 県立高等学校の再編
の推進は、再編計画に基
づき段階的に整備を行う
こととしており、そ
の具体計画である第１
期、第２期実施プログラ
ムの着実な推進及び第３
期実施プログラムを決定
するなど、魅力ある高等
学校の設置等を計画どお
り進めました。
・ 画一的・形式的な教
育から脱皮し、基礎・基
本の確実な定着、学力向
上への取組、創造力
の伸長等へ対応するた
め、「先進的な高等学校
づくり（パイロット・ハ
イスクール）推進事業」
６事業７校において実施
しました。
・ 魅力ある高等学校づ
くりへの支援のため、特
色ある教育に対する取組
に支援する「魅力あ
る高等学校づくりチャレ
ンジ支援事業」を４１校
４２事業実施しました。
　　この事業への各校の
取組における充実は、学
校自らが改革の必要性に
ついて十分認識してきた
ものであり、魅力ある高
等学校づくりを一層推進
できるものと考えます。
・　その他の業務につい
ても適切に執行しまし
た。

Ⅰ（高等学校の再編の推
進）
再編計画の目指す３つの基
本的コンセプト、「生徒が
その個性を最大限に生か
せ、夢の実現に一役買って
くれる学校」、「生徒や教
職員が生き生きと活動し
て、元気ある学校」、「地
域の人が集い、地域に愛さ
れる学校」の実現に向け
て、県立高等学校の再編を
推進します。

Ⅱ（魅力ある高等学校づく
りの推進）
　全ての高等学校が、再編
計画の基本的コンセプトを
実現するため、魅力ある高
等学校づくりに向けた特色
ある教育に取組みます。

現状維持

現状維持

教職員の福利厚生の充実
に向けて概ね順調に進ん
でいます。
健康診断については、未
受診者への日程等の周知
の改善を行ったが受診率
は例年並みでした。な
お、定期健康診断を受け
ていない職員は約４％と
なっています。また、精
密検査受診対象
者の割合は２ポイント増
加しました。
公務災害補償の申請や児
童手当、退職手当等の支
給事務は、遺漏、遅滞の
ない処理を行いました。

Ⅱ（公務災害補償及び児童
手当・退職手当・恩給の支
給）
公務災害の申請について
は､速やかな事務処理を実
施します。また、児童手当
の受給者及び申請者につい
ては認定事務等を遺漏のな
いよう実施するとともに、
遅延のないよう支給事務を
行います。
退職手当及び恩給・扶助料
の支給事務については、条
例等に沿った支給事務を、
遅滞なく実施します。

Ⅰ（厚生事業の推進）
職員の健康の保持増進体制
の推進を図るため、健康管
理について、心と体の健康
づくりを支援するととも
に、職場環境の改善に努め
ます。また、教職員が生涯
にわたり、より充実した生
活を送るためのライフプラ
ンづくりを支援するためラ
イフアップセミナー及びモ
アライフセミナー等を実施
します。
教職員住宅については、原
則廃止が決定されたことか
ら今後の廃止計画・廃止決
定等、「教職員住宅廃止検
討委員会」において総合的
に判断していきます。

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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教育庁　教育振興部

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

学校開放に取り組
む県立高校の割合

Ｃ

Ⅰ（生涯学習のための施策
の企画及び調整）
生涯学習のための施策及び
調整のために、キャリア教
育の企画、大学との連携、
学校・家庭・地域の連携推
進を図ります。

県立学校開放講座
実施校

Ｂ

現状維持

成人一般を対象と
する学級・講座へ
の参加者数

Ｂ
生涯学習情報提供
システムへのアク
セス数

Ａ

生涯学習ボラン
ティアの登録制度
の普及（平成14年
度からの累計）

Ａ

・ ボランティア
教育関係講座
・体験活動ボラン
ティア活動交流会

Ａ

公立図書館児童書
貸出冊数

Ａ

Ⅲ（社会教育の振興と青少
年教育の充実）
社会教育を振興するため、
社会教育委員会議を開催
し、社会教育に関する諸計
画の立案などをするととも
に、社会教育指導者の養成
を行います。また、青少年
教育を充実するため、家庭
教育を支援し、青少年の奉
仕活動・体験活動を推進
し、学校・家庭・地域社会
の連携を図ります。

県立社会教育施設
（青年の家・少年
自然の家）の利用
人員
注：県立青少年教
育施設の再整備計
画に基づき廃止予
定の４施設を除い
た指標。

Ａ

拡大

現状維持

施策展開の柱

次年度以降の対応

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

生涯学習課 生涯学習の推進と社会
教育の振興のため，学
習機会の拡充，青少年
教育の充実を進め，生
涯学習環境の整備・充
実に努めます。

生涯学習社会の
実現に向けた取
組の推進

生涯学習社会の実現に向
けておおむね順調に進ん
でいますが、一部課題が
あります。生涯学習情報
提供システムへのアクセ
ス数は順調に伸びてお
り、今後も利用増が期待
されます。県立社会教育
施設の利用人員について
は、前年度が減少となっ
ていましたが、学校・家
庭・地域及び関係機関と
の連携の下、一定の成果
を上げることができまし
た。
一方、県立学校の施設及
び機能の開放について
は、減少となりました。
これについては、高等学
校の再編にともなう学校
数の減等が、原因として
考えられます。

Ⅱ（生涯学習推進体制の整
備・充実）
生涯学習推進体制の整備・
充実を図るため、生涯学習
審議会おいて総合的な推進
に関する重要事項を調査・
審議するとともに、生涯学
習フェスティバル、子ども
の読書活動推進計画の推
進、生涯学習情報提供シス
テムの充実等により生涯学
習の機会の充実を図りま
す。

二次評価
結果

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施策展開の柱

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

児童生徒の「確か
な学力 」の向上

Ｂ
小中高連携の特別
授業

Ｂ

小・中・高・盲・
聾・養護学校のい
じめの発生件数

－

公立高等学校の中
途退学率

－

不登校児童生徒へ
の支援
（公立小・中学
校）

Ｂ
入学者選抜の実施
と分析

Ｂ

授業改善のための
指導主事による高
等学校訪問

Ａ

学校教育指導の指
針の配布

Ａ

教科の指導方法等
を研究する高等学
校教科研究員の確
保

Ａ

研修の充実（総合
教育センター分を
含む）

Ａ

英語教育研究指定
地域

Ａ

外国語指導助手
（ＡＬＴ）の派遣
学校数

Ｂ

県立高等学校でパ
ソコンを活用して
指導できる教員

－

スクールカウンセ
ラーの配置

Ａ

心に関する教育の
推進（道徳教育振
興会議）

Ｂ

豊かな心をはぐく
む教育の支援

Ｂ

現状維持

Ⅳ（児童生徒の豊かな人間
性・心の育成）
学校教育活動全体を通じて
心の教育を推進し、児童生
徒の豊かな心の育成を図り
ます。
児童生徒の人格を尊重し，
個性の伸長を図るととも
に，社会的資質や社会的行
動力を育成し，児童生徒の
よりよい発達を目指しま
す。
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。

拡大

現状維持

Ｂ

現状維持

指導課 これからの学校教育に
は，児童生徒が基礎・
基本を習得した上で，
一人一人の個性を伸ば
すことのできる環境づ
くりが求められていま
す。子どもたちが学校
生活の中で，基礎・基
本をしっかり学び，自
ら学び自ら考える力を
身につけるとともに一
人一人の個性や能力を
大切にする教育を推進
していく必要がありま
す。また，子どもたち
の目標を実現するため
に，教職員が持てる指
導力を十分に発揮でき
るように資質・能力の
より一層の向上が必要
です。
一方では，社会が複雑
化していき，他者と接
する機会が希薄になっ
てきています。このよ
うな環境で育っている
子どもたちの中には，
他者を思いやる気持ち
や友達との交流を深め
ることなど，望ましい
人間関係を築くことが
難しい子どももいま
す。いじめや不登校，
非行等の問題行動な
ど，憂慮すべき問題が
生じてきており，早急
に対応する必要があり
ます。
　そこで，
○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
○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
○児童生徒の能力・適
性・進路希望等に応じ
た個性を生かす教育の
充実
○国際化・情報化に対
応できる人材の育成
○研修の充実による教
職員の資質・能力の向
上
○児童生徒の社会的資
質や社会的行動力の育
成
○人権を尊重する精神
のかん養
を推進し，学校教育の
充実を図ります。

学校教育の充実 Ⅰ（児童生徒の学力向上）
児童生徒に基礎・基本を確
実に身に付けさせ，自ら学
び自ら考える力を育むとと
もに，一人一人の個性が輝
く教育を推進します。
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。

Ⅱ（教職員の資質・能力の
向上）
各種研修を充実させ，教職
員の資質・能力の向上を図
ります。

学力状況調査の実
施と分析

・学力向上プロジェクト
事業の実施により、目標
達成に向け順調に進んで
います。
・児童生徒の｢確かな学
力｣を向上させるため、
学校訪問を実施していま
す。１８年度は、学校の
要請に基づき訪問し、指
導・助言を行い、各学校
の学力向上の取組を支援
しました。
・英語教育研究指定地域
を２地域指定し、公開授
業を開催し、その結果を
県内の学校に普及するこ
とができました。
・いじめ発生件数や高校
生の中途退学者数の減少
の達成に向けて、概ね順
調に進んでいます。今後
も、いじめについては
「いのちを大切にする
キャンペーン」などを通
じて、子どもたちが自ら
の力でいじめを無くす取
組みや、いじめの早期発
見・早期解決に向けての
学校体制の充実を進める
とともに、保護者や地域
との連携体制の充実も
図ってまいります。
・道徳教育振興会議の提
言を受け、心の教育推進
キャンペーンにおいて、
道徳授業を積極的に公開
するなど、道徳教育を充
実することができまし
た。
・人権を尊重する精神の
涵養を図る取り組みにつ
いては、概ね順調に進ん
でいます。特に、各種研
修会の実施や学校人権教
育指導資料を膳公立学校
等に配布することで、学
校等の教育機関を核とし
た人権教育を全県に普及
させることができまし
た。

Ⅲ（国際化・情報化に対応
した教育の推進）
国際化・情報化に対応でき
る児童生徒を育成します。
また，すべての児童生徒の
英語の「実践的コミュニ
ケーション能力」の向上と
「情報モラル」を含めた
「情報活用能力」の向上を
図ります。

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施策展開の柱

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

特別支援教育推進
計画（仮称）の策
定

Ａ
特別支援教育推進
計画（仮称）の策
定

Ａ

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
県立盲・聾・養護
学校への就学

Ａ

巡回相談活動の実
施会場数

Ａ

特別支援教育コー
ディネーター研修
及び特別支援教育
指導者研修の終了
者数

Ａ

非常通報装置保守
点検数

Ａ

教職員懲戒処分件
数

Ｂ 不祥事防止対策 Ｂ

教職員の人事評価 Ａ
管理職への評価者
研修

Ａ

教職員の人事管理 Ａ
少人数学級･少人
数指導の推進

Ａ

教職員の任免 Ａ
定員適正化計画の
実施

Ａ

教員採用志願者数
（小学校及び中高
共通）

Ｂ

教員採用選考に係
る大学説明会の実
施校数

Ｂ

新規採用教員数
（小学校及び中高
共通）

Ｂ

教職員課 県立学校の教職員(事務
職員を除く)及び県費負
担教職員の適正･的確な
定数管理､任免事務､人
事事務と県立学校及び
公立義務教育諸学校へ
の適切な管理運営の指
導助言を行います。

県立学校の教職
員(事務職員を除
く)及び県費負担
教職員の適正な
人事･服務管理の
推進

「千葉県特別支援教育推
進基本計画」の策定につ
いては、当初の計画通り
策定作業を進めることが
でき、目標を達成しまし
た。
・外部の学識経験者等に
よる基本計画策定協議会
や基本計画の具体的プラ
ン等を練るための障害児
教育研究推進会議をとお
して、基本計画の骨子か
ら素案、原案と段階を
追って計画案の精度を高
めていくことができまし
た。
・県内５会場におけるタ
ウンミーティングや基本
計画（素案）についてパ
ブリックコメントを実施
して、広く県民の意見を
踏まえて策定作業を進め
ることができました。
・平成１９年４月１日か
らの改正学校教育法等の
施行を想定するなど、国
の動向を踏まえて、基本
計画の策定作業を進める
ことができました。
　小中学校において、特
別支援教育コーディネー
ターの指名は１００％を
達成し、県下全小中学校
に対する特別支援教育
コーディネーター研修を
終了しました。平成１６
年度から１８年度までの
３年間で、管理職を含む
小中学校教員に研修を実
施できたことは大きな成
果と考えます。
　今後は、特別支援教育
コーディネーターが機能
し、校内体制整備の促進
が期待されます。

特別支援教
育課

障害のある幼児児童生
徒の能力や可能性を最
大限に伸ばすととも
に、自立や社会参加に
向け、一人ひとりの教
育的ニーズに応じた支
援を行います。
将来の社会的自立に向
けた、不登校児童生徒
の学習活動等を支援し
ます。

幼児児童生徒一
人一人に応じた
特別支援教育の
推進

Ⅰ（障害のある児童生徒へ
の支援の推進）
障害のある児童生徒への教
育の充実を図るため、体制
整備、指導者養成や福祉・
医療・労働部門や市町村と
の連携など支援の在り方を
検討し、方策の策定及び実
現を目指します。

拡大

県立学校の教職員(事務
職員を除く)及び県費負
担教職員の適正な人事･
服務管理の推進に向け
て、概ね順調に進んでい
ます。
この理由として、教職員
の人事評価については目
標申告制度の施行の実施
ができたこと、人事管理
については適切な配置が
できたこと、採用選考に
ついては目標の新規採用
教員を確保することがで
きたことなどが挙げられ
ます。また、教職員懲戒
処分件数については、目
標件数を１件上回ってし
まいましたが、前年度件
数と比較すると３件減少
させることができまし
た。

Ⅲ（教職員の任免）
県立学校の職員（事務職員
を除く）及び県費負担教職
員の採用選考を実施しま
す。併せて、採用選考志願
者の増加を目指すことによ
り、優れた教職員の確保に
努めます。

Ⅱ（教職員の人事管理）
県立学校の教職員(事務職
員を除く)及び県費負担教
職員の定数管理及び人事異
動､非常勤講師等の配置を
行います。
　少人数指導や少人数学級
により、きめ細かな指導体
制づくりを一層推進しま
す。

Ⅰ（教職員の服務管理）
これまで行ってきた不祥事
防止策の効果、具体的な不
祥事の事例の検証を通じ
て、より適切な方策につい
て検討するために、不祥事
防止対策チームを立ち上げ
て研究を進めます。
業績評価の要は、評価者で
ある校長及びその補助者と
しての教頭・事務長の公
平・適切な評価がなされる
ことであるため、管理職研
修を通じて評価法について
徹底します。

現状維持

現状維持

現状維持

拡大 現状維持

現状維持 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施策展開の柱

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

児童生徒を対象と
する防犯教室の実
施率（小・中学
校）

－

児童生徒の登下校
時における交通事
故による死者数

Ｂ

12歳児におけるむ
し歯の本数

Ａ

小学生の肥満傾向
児の割合

Ｂ

食育における
ティームティーチ
ングの実施率
（小・中学校）

－

特別非常勤講師及
び栄養教諭による
授業の実施率

Ａ

「千葉の県立博物
館」ホームページ
へのアクセス件数

Ａ

ボランティアも含
めたＮＰＯ、民間
企業などとの協働
事業数

Ａ

国･県指定及び登
録文化財の指定･
登録件数

Ａ
博学連携事業実績
数

Ａ

フィールド・
ミュージアム参加
者数

Ａ

国･県指定文化財
の公開割合

Ａ

小中高等学校・社
会教育施設におけ
る出土文化財の活
用件数

Ａ

文化財の保存と
活用

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

児童生徒の健康保
持増進

児童生徒の安全確
保

学校保健課 児童生徒が生涯にわ
たって健康で生き生き
とした生活を送るため
に、自ら健康状態を把
握・管理し、また自分
の命は自分で守ること
ができる児童生徒の育
成が求められていま
す。また、児童生徒が
安心して学べる環境づ
くりが急務です。この
ため、家庭や地域等と
連携して、健康教育、
学校における食育、安
全教育を推進します。

児童生徒の健康
教育及び安全教
育の推進

Ｂ

Ｂ

・　児童生徒の安全確保
については、概ね順調に
進んでいます。
この理由として、防犯教
室の実施率が年々増加す
るとともに、交通事故の
件数が減少するなど、事
業効果が着実に表れてき
ています。
しかし、本年度において
も登下校時における交通
事故の死者がでており、
学校のみならず地域と一
体となった取組を今後も
推進することが必要で
す。
・　児童生徒の健康保持
増進については、概ね順
調に進んでいます。
この理由として、｢１２
歳児における虫歯の本
数｣の減少や｢特別非常勤
講師及び栄養教諭による
授業の実施率｣の増加な
ど、児童生徒の健康状況
や健康課題を把握すると
ともに食育の推進や健康
教育についての各学校に
おける具体的な実践の支
援などが挙げられます。
今後は、本年度策定した
「いきいきちばっ子健
康･体力づくりモデルプ
ラン」を推進するなど、
健康課題の解決に向けた
取組が必要です。

Ⅰ（安全教育の推進）
　家庭や地域、関係機関･
団体等と密接に連携し、各
教科･道徳での安全に関す
る学習、特別活動、総合的
な学習の時間、課外の指導
など、学校の教育活動を通
じて、自分の命は自分で守
ることができる児童生徒の
育成に努めます。

現状維持

Ⅰ（文化のネットワークづ
くり）
ボランティアも含めたＮＰ
Ｏ、民間企業などとの協働
を進めながら、博物館にお
ける学習支援システムを充
実させ、より多くの県民
に、自らが主体となって活
動し、地域の歴史・文化や
自然などに直接触れ、新た
な発見に感動しながら知識
を深めるための場を提供し
ます。

Ⅲ（食に関する事業の充
実）
食に関する指導は、児童生
徒が正しい食事のあり方や
望ましい食習慣を身につ
け、健康で生き生きした生
活が送れるよう、学校・家
庭・地域が連携して推進し
ていきます。

Ⅱ（文化遺産の継承と活
用）
　本県の自然と歴史の中で
生まれ、受け継がれてきた
文化財の適正な保存が図ら
れるとともに、文化財が心
豊かな生活を営む糧とし
て、県民に広く知られ親し
まれ活用される環境を整え
ます。

拡大

・ 文化財の保護と活用
の推進に向けては、順調
に進んでいます。この理
由として、①国･県指定
及び登録文化財の指定・
登録件数が増加し，②
国･県指定文化財の公開
割合が、ちばデスティ
ネーションキャンペーン
「房総発見伝」やＮＰＯ
との協働を含めた文化財
探検隊の実施等により増
加し，③小中高等学校・
社会教育施設における出
土文化財の活用件数が増
加し、④博物館資料やイ
ベント情報を提供する
「千葉の県立博物館」
ホームページのアクセス
数が目標件数を達成した
ことが挙げられます。

拡大

現状維持

Ⅱ（健康教育の推進）
　児童生徒が健康の大切さ
を認識し、自らの健康を管
理し、改善していくような
資質・能力や実践力を育成
するため、発達段階に応じ
て、一貫性のある指導を進
めます。

現状維持

現状維持 現状維持

拡大 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施策展開の柱

次年度以降の対応中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括
二次評価

結果

小学校における新
体力テスト（８種
目計80点）の平均
点

Ａ

総合型地域スポー
ツクラブ数

Ｂ

Ⅱ（生涯・競技スポーツの
充実）
県民の多様化するスポーツ
ニーズに応え、個人のス
ポーツ活動はもとより、広
く地域住民の自主的スポー
ツ活動を積極的に促進し、
行政組織の充実、各種指導
者の養成・確保等指導体制
の確立を図ります。
また、国体の開催を踏まえ
て選手強化・育成事業を強
力に推進するとともに各種
国内外のスポーツ大会の開
催を推進します。

総合型地域スポー
ツクラブ育成・定
着に関する研修会
の開催数

Ａ

現状維持

体育課 社会環境・生活環境の
変化等に伴う県民の体
育・スポーツニーズの
高度化・多様化に対応
できるスポーツ諸活動
（学校体育分野・競技
スポーツ分野・生涯ス
ポーツ分野）に関わる
諸条件の整備、普及奨
励、推進を図り、県民
の生涯にわたる明るく
豊かなスポーツライフ
を構築します。

スポーツの振興 Ⅰ　学校における体育・
スポーツの充実
小学校における新体力テ
スト（８種目計80点）の
平均点については，18年
度において４８．５点で
あり，目標を達成してい
る。
Ⅱ　生涯・競技スポーツ
の充実
17年3月末で26クラブで
あった県内のクラブ数
は、18年度中に9クラブ
新たに創設された。市町
村数では14市から18市町
に増加した。クラブ創設
は概ね順調に進んでいま
すが、市町村数の面で
は、増加の比率が低いこ
とが上げられます。

Ⅰ（学校における体育・ス
ポーツの充実）
　各研修会、講習会を通じ
て、体育指導者の資質の向
上と併せ体育指導の充実の
ための、指導計画や指導方
法を研究し、学校における
体育・スポーツ活動の一層
の
充実と体力の向上を図りま
す。

現状維持

運動能力証の交付
率

現状維持

Ａ

現状維持
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部局名　：　県議会事務局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

議長・副議長の活
動、執務遂行が円
滑に行われている
こと。

Ａ

Ⅰ（円滑な秘書業務の推
進）
日程調整、随行業務、来客
の接遇等を通して、議長・
副議長が活動、執務を遂行
しやすいような秘書業務を
行います。

情報の早期収集、
整理、共有化

Ａ

現状維持

公用車運行管理業
務が円滑に行われ
ていること。

Ａ

Ⅱ（公用車の適切な運行管
理業務の推進
）
議長・副議長が活動、執務
を遂行しやすいよう公用車
の運行管理業務を行いま
す。

公用車の適切かつ
安全な運行

Ａ

現状維持

議員の接遇、受付
業務が円滑に行わ
れていること。

Ａ

Ⅲ（円滑な接遇業務の推
進）
県執行部との連絡調整、来
客の接遇等を通して、議員
が議会活動を円滑に行える
ような接遇業務を行いま
す。

正確で迅速な伝
達、連絡調整

Ａ

現状維持

局内各課室との連
携を図り、組織運
営が適正かつ効率
的に行われている
こと。

Ｂ コピー用紙使用量 Ｃ

県議会事務局にお
いて公文書公開請
求に対し、適正か
つ円滑に処理した
件数。

Ｂ
職場研修実施数
外部研修参加者数

Ｂ

情報公開制度にお
いて30日の開示期
限を延長した件数

Ａ

情報公開条例によ
らず、県民等の求
めに応じて情報提
供した件数

Ｂ

局内の連携が図ら
れ､議事運営が円
滑に行なわれてい
ること。

Ａ

議事課 議会に対する県民の要
望意見等が複雑多岐に
及び、県民に開かれた
議会が求められていま
す。
このため、議会の現
状、問題点、改革点
を、具体的に把握し、
時代に適応した円滑な
議会運営を行なうた
め、研修機会の拡大と
研修内容の充実に努
め、専門的能力の育成
強化を図り、職員の意
識改革を促進します。

時代に即応した
議事運営

内部管理事務、
連絡・調整事務

厳しい財政状況のな
か、事務事業経費の効
率的な執行及び削除に
勤める一方、議員の議
会活動をサポートする
体制を強化します。ま
た、情報公開請求に適
切に対応するととも
に、公開可能な情報は
積極的に提供し、県民
により開かれた議会と
します。

施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

Ⅰ（事務効率の改善）
仕事のプロセスを改善する
ことを心がけ、継続して取
り組
みます。

秘書室 議長・副議長が活動、
執務を執行しやすいよ
うに交際、接遇、秘書
業務を行うとともに、
議員が議会活動を円滑
に行えるよう接遇、受
付業務を行います。

議長・副議長の
秘書業務、議員
の接遇業務

Ⅱ（県民の議会への理解促
進）
保有する情報を積極的に公
表するとともに、「開かれ
た議会」の実現に寄与しま
す。

議長・副議長の活動、執
務遂行及び公用車運行管
理、議員の接遇、受付業
務を概ね適切に実施しま
した。

総務課

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括

Ａ

Ⅰ（円滑な議事運営）
各種研修会等を通じ、職員
個々が速戦即決の対応がで
きるよう議会運営事務をマ
スターさせ、円滑な議事運
営を図ります。

研修の実施件数

時代に即応した議事運営
を行うため、議会運営に
関する専門的・実務的な
研修会を中心に、職員の
意識改革を図るための研
修会を積極的に開催し、
当初の目標を達成した。

拡大

内部管理業務、調整など
概ね適切に実施しまし
た。
理由として、①議会運営
の見直しとして、議会運
営に関する疑問点等につ
いて課室長会議構成員で
協議を行ったこと、②職
員の資質向上に必要な外
部研修に多くの職員が積
極的に参加したこと、③
情報公開請求について、
請求状況に応じ公開期限
内に適切に開示できたこ
と、④環境マネジメント
システムの継続的な取り
組みを推進していたが、
コピー用紙使用量が基準
年より大幅に増加してし
まった。この増加は、情
報公開及び中学生議会の
開催等による業務量の増
加という要因が影響した
と考えられます。

拡大

拡大

二次評価
結果

現状維持 現状維持

拡大 拡大

次年度以降の対応

拡大 現状維持
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検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括
二次評価

結果

次年度以降の対応

議員からの依頼に
基づく調査や各種
資料の提示等が迅
速かつ適切に行わ
れていること。

Ａ
調査件数（議員等
からの依頼）

Ａ

議員発議条例など
政策立案のための
サポートが円滑に
行われているこ
と。

Ｂ 議会通信発行回数 Ａ

Ⅱ（政策立案サポート体制
の整備）
議員が行う政策立案をサ
ポートするため、事務局職
員の資質の向上を図りま
す。

政策立案補助関係
の研修人数及び延
べ日数

Ａ

拡大

県議会だよりの規
格及び発行部数

Ａ

テレビ放映日数及
び放送時間（年
間）

Ａ

ホームページの更
新回数

Ａ

ホームページのア
クセス件数

Ａ

インターネット会
議録検索のアクセ
ス件数

Ａ

インターネット議
会中継のアクセス
件数（生中継・録
画放送合算）

Ｃ

資料提供数 Ａ

図書室利用者数 Ａ

Ⅱ（広報事業の展開）
　インターネットに図書室
の情報を公開することによ
り、議員はもとより、議員
の調査研究に支障のない範
囲で、県職員及び一般利用
者に対して、利用の便宜を
図るよう取り組みます。

県議会図書室トッ
プページへのアク
セス件数

Ａ

現状維持

Ⅲ（議会史の編さん）
　県議会の活動を中心に、
県政進展の足跡を記述する
ことにより民主主義の確立
を明らかにし、県政発展に
寄与します。

議会史の発行 Ａ

現状維持

図書室 議員の調査研究に資す
る資料を収集・保管し
提供することにより、
議員の議会活動を支援
するとともに、議会史
を編さん・発行して、
県民に対して県議会活
動を明らかにします。

情報・資料提供
の充実

情報・資料の収集

情報・資料提供の充実を
適切に実施しました。
その理由として、①資料
提供数が目標年より１１
７％増加したこと。②図
書室の利用者数が目標よ
り２２％増加したこと。
③ホームページへのアク
セス件数が目標より８
１％増加したこと。④議
会史第九巻を目標期間内
に発刊したことなどが挙
げられます。

Ｂ

拡大

政務調査課

県議会に対する県民の
理解と関心を高めるた
め、県民の視点に立っ
た広報の充実を図りま
す。

議会広報の充実

様々な広報媒体の
活用により、県議
会に対する県民の
理解と関心が高ま
ること。

議員活動に対す
るサポートの充
実

地方分権の進展によ
り、地方自治体の行政
範囲が拡大してきてお
り、これに伴う行政課
題も複雑多岐になって
います。それらに対応
するため県民の代表で
ある議会は、機能強化
が必要不可欠なものと
なっています。
そこで、議会独自の政
策提言機能や政策立案
機能を強化するため､議
員活動に対するサポー
トの充実を図ります。

Ａ

Ⅰ（議会広報の充実）
県議会だより、県議会テレ
ビ中継、インターネット等
各種広報媒体を活用し、県
議会の役割や活動状況など
を広く県民に伝えます。

Ⅰ（調査・相談機能の向
上）
　議員の調査研究を支援す
るために、有益な情報・行
政資料等の収集・保管に努
め、政策立案・審査などに
活用できるよう、情報・資
料の提供に取り組みます。

現状維持議員活動に対するサポー
トを迅速かつ適切に実施
しました。
この理由として、①調査
業務については、議員の
議会活動を容易とするた
めに、依頼調査等を１４
０件実施しました。
②議会通信については、
平成１８年９月から名称
を「政策情報」に改め１
１回発行しました。
③政策立案サポート業務
については、議員のサ
ポートが円滑に行えるよ
うに職員の研修会への参
加及び班内の勉強会を実
施しました。

Ⅰ（調査事務の充実）
議員の調査活動への支援を
行うとともに、時の話題と
なっているものの問題点や
解説及び国・県等の施策に
関する資料を議会通信とし
てまとめ、適時に提供しま
す。

現状維持県議会だよりの発行につ
いて、目標どおり年４回
発行することができまし
たが、紙面については、
議員定数及び選挙区改正
条例の掲載及び特別委員
会の開催状況等の議会活
動について広く県民へ周
知を図りました。
　県議会のテレビ中継に
ついては、放送時間を1
時間30分削減したが、支
障なく中継が出来まし
た。
　ホームページの更新回
数は、102回で前年比
29.1％増となり、アクセ
ス件数は772,012件で前
年比11.5％増加となりま
した。
　会議録検索システムの
アクセス数は、60,653件
で前年比50.8％の増加と
なりました。
　インターネット議会中
継のアクセス数は、
80,721件で前年度あった
臨時議会及び6月定例会
予算委員会がなかったこ
と等により、前年比
51.7％の減少となりまし
た。

拡大 拡大

現状維持 現状維持

拡大 現状維持
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部局名　：　選挙管理委員会

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

適正な選挙に資す
るため、市町村、
有権者、候補者・
政党等に対し、法
令、制度の周知等
を行い、選挙の公
正かつ適正な管理
執行を行います。

Ｂ

市区町村選挙管理
委員会に対する講
習会、会議の開催
数

Ａ

県民政治大学の受
講者数

Ａ

政治団体の収支報
告書の公表率

Ｂ

選挙管理委
員会

公正かつ適正な選挙の
管理執行を確保し、
もって民主政治の健全
な発達を期します。

選挙の管理執行
等

施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

適正な選挙の管理執行等
の実現に向けて概ね順調
に進んでいますが、一部
に課題があります。
県の取組みについては、
①市町村に対しては、研
究会等を概ね計画どおり
実施し、各市町村との細
かい意見交換や法令等の
理解を推進できたこと、
②有権者に対しては、県
民政治大学を実施し多数
の参加を得たこと、県議
選を控え選挙区及び定数
の条例改正があったため
関係地域の各世帯に周知
用チラシを配付するな
ど、一定の成果をあげる
ことができました。
一方、法令に違反する選
挙運動などで検挙される
例が依然として後を絶た
ないなど、きれいな選挙
の実現には至っていない
状況です。

Ⅰ（選挙の管理執行等：法
令・制度の周知）
　適正な選挙に資するた
め、市町村、有権者、候補
者・政党等に対し、法令、
制度の周知等を行います。

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 目標の達成状況総括 施策展開の柱課の使命・役割
二次評価

結果

現状維持現状維持

次年度以降の対応
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部局名　：　監査委員事務局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

普通会計の監査機
関数

－

公営企業会計の監
査機関数

－

出資団体の監査機
関数

Ａ

補助団体の監査機
関数

Ａ

定期監査結果の公
表

－

財政的援助団体等
監査結果の公表

－

現状維持

平成18年度監査計画を適
切に実施しています。
本計画は、平成18年9月
から平成19年8月までを
実施期間とするもので、
平成19年3月末現在で目
標値の６６％を実施して
おり、平成19年8月まで
に平成18度決算の状況を
踏まえた本庁の各課・
局・室と出先機関の監査
を計画どおりすべて実施
する予定です。
　この監査によって、事
務事業が法令等に沿った
適正な執行が保たれると
ともに、経済性、効率性
及び有効性の視点にたっ
た監査指導ができたもの
と考えています。
また、監査結果を千葉県
報や千葉県ホ－ムペ－ジ
を通じて県民に情報提供
することにより、県民の
行政活動への理解を深め
るとともに、行政の説明
責任の一端を担うことが
できたと考えています。

Ⅰ(定期監査の実施)
　普通会計及び公営企業会
計について、財務に関する
事務の執行及び経営に係る
事業の管理が適正に行われ
ているかなど毎会計年度期
日を定めて監査を実施し、
この監査結果を公表しま
す。

第一課
第二課

　県民、時代の要請に
応える監査を実施する
とともに、監査結果に
対する分かり易い公表
方法等の表示により、
行政運営に係る財務管
理等の適正な執行の確
保を図り、県民の理解
と信頼を得ることが必
要であります。このた
め、監査を的確に実施
するため年間計画、月
間計画を作成し、監査
の検証にあたっては財
務行為が正確及び法令
等に従って適正に処理
されているか、また、
事務事業においては経
済的、効率的に実施さ
れているかを主眼とし
て行い、この結果の公
表を行っています。今
後は、さらに監査検証
範囲の拡大を図りなが
ら県民二－ズが反映す
ることを目指します。

平成１８年度監
査計画の実施

適正かつ効率的な
財務管理等の執行
の確保

－

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 目標の達成状況総括 施策展開の柱
二次評価

結果

現状維持 現状維持

最終成果指標
／上位成果指標

Ⅱ（財政的援助団体等監査
の実施）
　県が資本金、基本金その
他これに準ずるもので4分
の1以上を出資している団
体及び補助を行った団体に
ついて、出納事務等の財務
に関する事務が適正に行わ
れているかなど監査を実施
し、この監査結果を公表し
ます。

Ⅲ(監査結果の公表)
 定期監査及び財政的援助
団体等の監査結果について
は、千葉県報や千葉県ホ－
ムぺ－ジを通じて県民に情
報提供することにより、県
民の行政活動への理解を深
めるとともに、行政の説明
責任を果たします。

現状維持

現状維持

次年度以降の対応
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部局名：人事委員会事務局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

２１世紀の県行政
を担う有為な人材
の確保

Ａ

Ⅰ（職員採用試験の実施）
有為な人材確保のため、職
員採用試験（上級・中級・
初級・資格免許職・警察
官）を適正かつ公平に実施
し、意欲的な人材を確保し
ます｡

現状維持

Ⅱ（職員採用選考の実施）
　有為な人材確保のため、
職員採用選考（身体障害者
等）を適正かつ公平に実施
し、意欲的な人材を確保し
ます｡

現状維持

的確･迅速な公平
審査の実現に努め
ます。

Ａ

17年度中に審査中
の事案に係る裁
決・判定の18年度
内における処理件
数

Ａ

民間給与実態調査
を踏まえ、必要が
あれば報告・勧告
を行います。

Ａ
職種別民間給与実
態調査件数

Ａ

現状維持

現状維持

職員採用に係る競争試験
及び選考考査を適切に実
施しました。

事前事務手続・相談・受
付マニュアル及び審査請
求の手引を活用して、公
平審査事務を的確・迅速
に実施しました。

専門的､中立的な人事行
政機関として、職員の
給与等勤務条件が、社
会一般の情勢に適応し
た適当なものであるか
どうかについて調査・
研究し、必要に応じて
報告・勧告を行いま
す。また、職員の勤務
条件に関する措置要求
及び不利益処分に対す
る不服申立ての審査を

公平審査の的
確・迅速な処理

Ⅰ（公平審査の的確･迅速
な処理）
　職員の勤務条件に関する
措置要求及び不利益処分に
対する不服申立ての審査を
的確･迅速に処理します。

給与課

専門的､中立的な人事行
政機関として、職員の
給与等勤務条件が、社
会一般の情勢に適応し
た適当なものであるか
どうかについて調査・
研究し、必要に応じて
報告・勧告を行いま
す。また、職員の勤務
条件に関する措置要求
及び不利益処分に対す
る不服申立ての審査を
行います。

職員の給与等に
ついての報告及
び勧告

Ⅰ（給与報告・勧告）
　地方公務員法の定めると
ころにより、職員の給与に
ついて、民間企業従業員及
び国や他の地方公共団体の
職員の給与と均衡し、社会
一般の情勢に適応したもの
とするため、県内民間事業
所に勤務する従業員の給与
について実地調査を行い、
その調査結果や人事院勧告
の内容等を総合的に考慮し
て、知事及び議会に対して
給与に関する報告・勧告を
行います。

・公民給与の比較方法の
あり方について、県民の
理解の得られるものとし
ていくための検討が課題
とされていましたが、比
較対象企業規模を100人
から50人に引き下げるな
どの公民給与比較方法の
見直しを行うことによ
り、民間企業の従業員の
給与をより広く把握し反
映させることができまし
た。
・18年度から段階的に実
施することとされている
給与構造の改革につい
て、19年度に実施するも
のとして、地域手当の支
給割合の改定、管理職手
当の定額化等の報告及び
勧告を行うことにより、
職員給与への地場賃金の
反映及び職務・職責を反
映した給与制度の推進が
図られました

任用課 ２１世紀の県行政を担
う有為な人材確保のた
め、職員の採用等を適
正かつ公平に実施しま
す。

職員採用に係る
競争試験及び選
考考査の実施

職員採用試験等を
実施するにあた
り、受験希望者に
対して、試験の概
要、県の組織・業
務内容等を紹介し
ます。

施策展開の柱

次年度以降の対応

Ａ

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名

最終成果指標
／上位成果指標

目標の達成状況総括

現状維持 現状維持

二次評価
結果

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持
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部局名：労働委員会事務局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

処理日数(集団的
労使紛争)

Ｂ
申請書受付後の事
前調査の実施

Ａ

処理日数(個別的
労使紛争)

Ａ

あっせん応諾の可
否回答
（事前調査実施日
～回答日）

Ａ

第１回あっせん開
催
（申請書受付日～
第１回あっせん開
催期日）

Ｂ

申請書受付後の事
前調査の実施

Ａ

あっせん応諾の可
否回答
（事前調査実施日
～回答日）

Ａ

第１回あっせん開
催
（申請書受付日～
第１回あっせん開
催期日）

Ａ

不当労働行為救済
申立てから、救済
命令書交付又は和
解終結までの期間
（審査の期間の目
標は労働委員会の
決定事項）

Ａ
申立後、早期に職
員調査を実施

Ａ

審査計画の作成を
補助するため、申
立後、早期に主張
の整理を実施

Ｃ

（資格審査の簡易迅速な処
理）
　労働組合の資格審査の簡
易・迅速な処理

労働組合の資格審
査日数
（法人登記、委員
推薦）

Ａ

現状維持

施　策　名 目標の達成状況総括

労使紛争の早期解決に向
けて概ね適切に実施しま
した。集団的労使紛争に
ついては、平均処理日数
は45.5日で目標を達成で
きませんでしたが、その
理由として、労使の相互
不信を和らげるため、
あっせんを２回開催し、
71日を要した事件が１件
あったことがあげられま
す。
一方、個別的労使紛争に
ついては目標を達成しま
したが、その理由とし
て、①事前調査時に被申
請者からあっせん応諾の
即日回答が得られるよう
努めたこと、②時間外に
おけるあっせんの実施を
含む日程の調整に努めた
こと③事前調査が的確に
行われたことなどが挙げ
られます。

現状維持

現状維持

施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標

（審査の簡易・迅速・的確
化と実効性の確保）
　不当労働行為審査の簡
易・迅速・的確化と実効性
の確保

不当労働行為審査を迅
速・的確に実施できまし
た。その要因として、１
７年１月に施行された改
正労働組合法に基づき、
審問開始前に審査計画を
定め、計画に沿った審査
を行ったことが挙げられ
ます。また、和解を目指
して強力な指導を行った
ことにより、当事者間に
和解が成立した事件もあ
り、労使関係の修復に寄
与することができまし
た。

労使紛争の早期
解決

Ⅰ（集団的労使紛争の円滑
な処理）
　労働組合と使用者との間
で労使紛争が生じ、自主的
な解決が困難となった場
合、労働委員会が公平･中
立の立場で、紛争当事者双
方の言い分を聞き、紛争解
決のために必要な助力･支
援を行います。

Ⅱ（個別的労使紛争の円滑
な処理）
　個々の労働者と使用者と
の間で労使紛争が生じ、自
主的な解決が困難となった
場合、労働委員会が公平･
中立の立場で、紛争当事者
双方の言い分を聞き、紛争
解決のために必要な助力･
支援を行います。

不当労働行為審
査事務の簡易・
迅速・的確化と
実効性の確保

審査課 不当労働行為審査が簡
易・迅速・的確かつ実
効性のある救済制度と
して適切に機能するよ
う、組織的・体系的に
不当労働行為審査業務
を行います。

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割

調整課 労使紛争は、原則的に
は当事者間において自
主的な解決が図られる
ことが望ましいもので
すが、現実には、当事
者間の利害や主張の対
立により、当事者間の
交渉では解決が困難な
場合があります。そこ
で、労使の自主解決が
困難な労使紛争につい
て、労使の自主性･自律
性を尊重しつつ、第三
者機関として紛争の早
期解決に向けての助力･
支援を行うことによ
り、当事者の歩み寄
り、譲歩を促進し、安
定した秩序ある労使関
係の維持形成に寄与し
ます。

二次評価
結果

現状維持

現状維持 現状維持

現状維持

次年度以降の対応

現状維持
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部局名：海区漁業調整委員会事務局

検証指標・手段
達成
状況

検証指標・手段
達成
状況

柱の
方向性

施策の
方向性

海区漁業調
整委員会事
務局

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

漁業調整委員会
の円滑かつ的確
な運営

漁業調整委員会に
おける議案の的確
かつ円滑な審議

Ａ

漁業調整委員会におい
て、議案の的確かつ円滑
な審議ができるよう努め
ました。

（海区漁業調整委員会の運
営）
　水面を総合的に利用し、
もって漁業生産力の発展を
図ることを目的とした漁業
者を主体とする漁業調整機
構（漁業調整委員会）の円
滑かつ的確な運営

漁業調整に必要な
調査及び資料の収
集

Ａ

現状維持 現状維持 現状維持

目標の達成状況総括
二次評価

結果

次年度以降の対応

平成１８年度　課所掌の基本施策評価　事後評価結果一覧表

中間成果指標

課名 課の使命・役割 施　策　名 施策展開の柱

最終成果指標
／上位成果指標
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件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率

総 合 企 画 部 9 11 31 12 38.7% 6 19.4% 0 0.0% 13 41.9% 2 18.2% 9 81.8% 0 0.0% 68 44 64.7% 9 13.2% 6 8.8% 9 13.2% 3 27.3% 8 72.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 36.4% 7 63.6% 0 0.0% 0 0.0% 37 11 29.7% 26 70.3% 0 0.0% 0 0.0%

総 務 部 10 12 23 12 52.2% 4 17.4% 2 8.7% 5 21.7% 7 58.3% 5 41.7% 0 0.0% 65 46 70.8% 11 16.9% 4 6.2% 4 6.2% 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 34 20 58.8% 13 38.2% 1 2.9% 0 0.0%

健 康 福 祉 部 12 13 35 13 37.1% 8 22.9% 8 22.9% 6 17.1% 2 15.4% 11 84.6% 0 0.0% 114 58 50.9% 40 35.1% 13 11.4% 3 2.6% 9 69.2% 4 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 9 69.2% 4 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 47 23 48.9% 24 51.1% 0 0.0% 0 0.0%

環 境 生 活 部 11 15 36 8 22.2% 8 22.2% 1 2.8% 19 52.8% 7 46.7% 8 53.3% 0 0.0% 84 51 60.7% 20 23.8% 5 6.0% 8 9.5% 13 86.7% 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 11 73.3% 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 52 32 61.5% 20 38.5% 0 0.0% 0 0.0%

商 工 労 働 部 8 11 26 13 50.0% 2 7.7% 3 11.5% 8 30.8% 5 45.5% 6 54.5% 0 0.0% 76 43 56.6% 27 35.5% 5 6.6% 1 1.3% 2 18.2% 9 81.8% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3% 8 72.7% 0 0.0% 0 0.0% 39 10 25.6% 29 74.4% 0 0.0% 0 0.0%

農 林 水 産 部 14 15 34 6 17.6% 4 11.8% 2 5.9% 22 64.7% 5 33.3% 10 66.7% 0 0.0% 120 81 67.5% 26 21.7% 10 8.3% 3 2.5% 4 26.7% 11 73.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 26.7% 11 73.3% 0 0.0% 0 0.0% 55 21 38.2% 33 60.0% 0 0.0% 1 1.8%

県 土 整 備 部 18 20 39 31 79.5% 4 10.3% 0 0.0% 4 10.3% 12 60.0% 8 40.0% 0 0.0% 116 94 81.0% 18 15.5% 3 2.6% 1 0.9% 3 15.0% 17 85.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 15.0% 17 85.0% 0 0.0% 0 0.0% 71 13 18.3% 57 80.3% 0 0.0% 1 1.4%

出 納 局 1 1 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 6 85.7% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0%

小 計 83 98 226 97 42.9% 36 15.9% 16 7.1% 77 34.1% 41 41.8% 57 58.2% 0 0.0% 650 423 65.1% 152 23.4% 46 7.1% 29 4.5% 44 44.9% 54 55.1% 0 0.0% 0 0.0% 44 44.9% 54 55.1% 0 0.0% 0 0.0% 338 131 38.8% 204 60.4% 1 0.3% 2 0.6%

水 道 局 6 7 17 12 70.6% 4 23.5% 1 5.9% 0 0.0% 5 71.4% 2 28.6% 0 0.0% 48 35 72.9% 10 20.8% 3 6.3% 0 0.0% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0% 0 0.0% 28 2 7.1% 24 85.7% 0 0.0% 2 7.1%

企 業 庁 11 12 23 13 56.5% 10 43.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 25.0% 9 75.0% 0 0.0% 49 33 67.3% 9 18.4% 6 12.2% 1 2.0% 2 16.7% 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 39 8 20.5% 28 71.8% 1 2.6% 2 5.1%

病 院 局 1 1 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 6 4 66.7% 0 0.0% 1 16.7% 1 16.7% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

教 育 庁 12 12 30 14 46.7% 12 40.0% 1 3.3% 3 10.0% 5 41.7% 7 58.3% 0 0.0% 73 50 68.5% 16 21.9% 1 1.4% 6 8.2% 4 33.3% 8 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 33 9 27.3% 24 72.7% 0 0.0% 0 0.0%

小 計 30 32 72 39 54.2% 26 36.1% 4 5.6% 3 4.2% 13 40.6% 19 59.4% 0 0.0% 176 122 69.3% 35 19.9% 11 6.3% 8 4.5% 7 21.9% 25 78.1% 0 0.0% 0 0.0% 5 15.6% 27 84.4% 0 0.0% 0 0.0% 102 19 18.6% 78 76.5% 1 1.0% 4 3.9%

議 会 事 務 局 5 6 10 7 70.0% 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 21 16 76.2% 3 14.3% 2 9.5% 0 0.0% 4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 12 5 41.7% 7 58.3% 0 0.0% 0 0.0%

選 挙 管 理 委 員 会 1 1 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

監 査 委 員 事 務 局 1 1 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 66.7% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

人事委員会事務局 2 3 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0 0.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

労働委員会事務局 2 2 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 9 7 77.8% 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0 0.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

海 区 漁 業 調 整
委 員 会 事 務 局

1 1 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

小 計 12 14 19 13 68.4% 5 26.3% 0 0.0% 1 5.3% 10 71.4% 4 28.6% 0 0.0% 43 31 72.1% 5 11.6% 3 7.0% 4 9.3% 4 28.6% 10 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 14.3% 11 78.6% 0 0.0% 0 0.0% 25 5 20.0% 20 80.0% 0 0.0% 0 0.0%

合 計 125 144 317 149 47.0% 67 21.1% 20 6.3% 81 25.6% 64 44.4% 80 55.6% 0 0.0% 869 576 66.3% 192 22.1% 60 6.9% 41 4.7% 55 38.2% 89 61.8% 0 0.0% 0 0.0% 51 35.4% 92 63.9% 0 0.0% 0 0.0% 465 155 33.3% 302 64.9% 2 0.4% 6 1.3%

　○　平成１８年度課所掌の基本施策評価　指標設定状況　集計表

課等
の数

施策
数

最終成果指標の達成状況 目標の達成状況総括 中間成果指標の達成状況 次年度以降の施策の方向性（一次評価） 次年度以降の施策の方向性（二次評価）

指標
数

Ａ Ｂ Ｃ － 順調 概ね順調 困難 指標
数

Ａ Ｂ Ｃ － 拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小
柱数

次年度以降の施策展開の柱の方向性

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小



指標数 割合 ⑰事後(参考）

149 47% 51%

67 21% 23%

20 6% 7%

81 26% 19%

317

３．目標の達成状況総括
施策数 割合 ⑰事後(参考）

64 44% 36%

80 56% 63%

0 0% 1%

144 （142施策）

指標数 割合 ⑰事後(参考）

576 67% 64%

192 22% 23%

60 7% 10%

41 5% 3%

869 （678指標）

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計

施策展開の柱数 155 302 2 6 465

割合 33% 65% 0% 1%

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計

施策数 55 89 0 0 144

割合 38% 62% 0% 0%
⑰事後(参考） 38% 62% 0% 1%

拡大 現状維持 縮小 大幅に縮小 合　計

施策数 51 92 0 0 143

割合 36% 64% 0% 0%
⑰事後(参考） 38% 62% 0% 0%

平成１８年度課所掌の基本施策に係る事後評価の実施状況

１．事後評価を実施した課・施策数
　課数：１２５
　施策数：１４４

２．「最終成果指標」の達成状況

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（－）

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）

施策目的の達成に向けて困難な課題がある

合　計

４．「中間成果指標」の達成状況

目標を達成したもの（Ａ）

目標をほぼ達成しているもの（Ｂ）

７．次年度以降の施策の方向性（二次評価）

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（－）

合　計

６．次年度以降の施策の方向性（一次評価）

５．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、平成18年度事後評価より記載しています）


