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平成２９年度千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会 議事録 

 
日時：平成２９年７月２１日（金） 
   午後１時から        
場所：県庁中庁舎１０階 大会議室 

 
 
１ 開会 

 
○政策室長 
 それでは、ただいまから、平成２９年度千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談

会を開催いたします。 
 はじめに、森田知事よりごあいさつ申し上げます。 
 
 
２ あいさつ 

 

○森田知事 

千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会の開催にあたり、一言ごあいさつを申

し上げさせていただきます。 

平成２５年１０月に策定した総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」については、当懇

談会の委員の皆様の御意見を賜りながら、毎年度、施策の実施状況や達成度などを分析し、

課題の抽出や改善に取り組むことにより、計画の着実な推進を図ってきたところでござい

ます。 

この計画も昨年度末をもって、４年間の実施計画期間が終了したことから、現在、新た

な総合計画の策定を進めておりますが、これまでの評価結果を次の計画につなげていくた

めにも、これまでの４年間の取組を総括する必要があると考えているところでございます。 

本日は、２８年度の評価結果に加えて、各政策分野の４年間の評価結果について御報告

し、委員の皆様から御意見を賜りたいと考えております。 

そして、いただいた御意見をもとに、さらなる施策の改善に努め、県民の皆様に「千葉

に生まれ、千葉に住み、本当に良かった」と誇りを持っていただける「くらし満足度日本

一」の実現に向けて、これからも全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

○政策室長 

 続きまして、坂野委員長からごあいさつをお願いいたします。 
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○坂野委員長 

 みなさんこんにちは。よろしくお願いいたします。 

 毎年この時期、七夕を過ぎた頃に総合計画を評価する時期になってまいりまして、年に

一度、私も県に参ることになっているのですけれども、もともとこの評価の仕組みは総合

計画でなくて事業というか、色々とこの間、総合計画の評価をするようになったり、ある

いは指標を単年度で示していたものをグラフとして数年で見えるようにしたり、色々な工

夫がこの間なされてまいりました。 

 そういった工夫の中で、この制度がより良くなっていくことを、この会議の議論を通し

てさらに進めていければと考えております。 

 言うまでもないことですが、現在の財政状況はかなり厳しいものがございます。長期的

なことを考えますと、今後の状況が変わるというふうには当面思えない。 

 そういう中で限られた資源をいかに使うかということを考えると、評価をして、その評

価に基づいて資源の配分の優先順位をつけるということがとても重要になると思います。 

 本日は評価の在り方、あるいは実質的に行われた評価の結果について、みなさんと議論

させていただきまして、評価を適正に行うことができるよう、よりブラッシュアップでき

るような機会にできればと思っています。そういうことを通じて県政の効率化や県民サー

ビスへの質の向上に貢献できればと考えています。 

 ２時間弱になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

○政策室長 

 ありがとうございました。 

なお、大変申し訳ございませんが、森田知事は所用がございますので、ここで退席させ

ていただきます。 

それでは、報道関係者の皆様につきまして、カメラ撮影はここまでとさせていただきま

す。なお、会議の傍聴は可能ですので、傍聴を希望される方は、後方の報道関係者席への

移動をお願いいたします。 
なお、本日は木村委員から所用のため、欠席との御連絡をいただいております。 
また、宮入委員から別の会議に出席のため、遅れて出席との御連絡をいただいておりま

す。 
 それでは、以降の進行は、坂野委員長にお願いいたします。 
 
３ 議事 

（１）平成２８年度の実施状況について 

 
○坂野委員長 
 それでは、議事に入りたいと思います。 
次第に従いまして、まず、（１）平成２８年度の実施状況について、事務局から御説明を

お願いいたします。 
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○政策企画課長 
 政策企画課長の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

 平成２８年度千葉県総合計画の進行管理について、実施状況をご説明いたします。 

先ほど知事のあいさつにもありましたとおり、今年度は、１つには総合計画「新 輝け！

ちば元気プラン」の最終年度となる４年目の取組状況に関して評価するというのが１つ、

もう１つは４年間の総括評価を実施したところでございます。私の方からは、まず２８年

度の実施状況について、お手元の資料１－２「平成２８年度 政策分野別概要資料」を中

心にご説明させていただきます。 

評価の内容に先立ち、総合計画の施策体系について、簡単にご説明いたします。左側に

ございますピラミッド状の図をご覧ください。 

左の太い赤の矢印に示してございますとおり、総合計画では、最終的にピラミッドの頂

点の３つの基本目標の実現を目指しております。この３つの基本目標を達成するために、

１１の政策分野がございます。この政策を達成するために、３８の施策があり、また、施

策を達成するために１７４の主な取組がございまして、それぞれが目的・手段の関係にな

ってござます。本計画の進行管理につきましては、ピラミッドの一番下の１７４の主な取

組に、それぞれ行政活動目標を毎年度設定いたしまして、達成状況の指標として活用して

ございます。また、施策の評価につきましては、それぞれの施策を構成する主な取組の評

価結果をもとに評価を行っているところでございます。 

なお、評価基準の詳細につきましては、参考資料２「総括の判断基準」に記載がござい

ますので、説明は省略させていただきます。 

続いて、総合計画の事業費についてでございます。 

３つの基本目標ごとに、当初予算額、補正・前年度からの繰越額等を含んだ最終予算額

である予算現額、決算見込額、執行率を記載してございます。また、これらの額は総合計

画に位置付けられた事業費の合計額であり、県の全ての事業を対象にしている積算してい

るものではございません。 

合計額を一番下に記載しておりますが、当初予算 8,132 億 2千 4百万円、予算現額 8,400

億 6千 3 百万円、決算見込額は 6,594 億 2千 5 百万円となっております。 

なお、予算の執行率が７割台にとどまっている要因としましては、主に基本目標「Ⅰ 安

全で豊かなくらしの実現」や「Ⅲ 経済の活性化と交流基盤の整備」におきまして、中小

企業向けの資金の貸付けや建設工事を実施したところ執行残や繰越額が発生したことによ

るものでございます。 

次に、施策の実施状況について、右側をご覧ください。 

表は、左から基本目標、政策分野、施策項目、施策の総括と並んでおり、３８の施策に

ついて実施状況の区分を示してございます。目標に対し、「進展」した施策をオレンジ色、

「概ね進展」である施策は白色、「一部の進展」にとどまる施策は青色で網掛けしておりま

す。２８年度の総括といたしましては、「進展」の数が１０施策、「概ね進展」の数が１７

施策、これらを合わせたものが全体３８施策のうち７１．１％に相当し、計画全体として、

概ね順調に実施することができたと考えております。しかしながら、「一部の進展」にとど
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まった施策も３割程度ありますことから、そうした施策については、要因を分析し必要な

改善を図るなど、取組を強化していくこととしてございます。 

続きまして政策分野別の概要についてご説明いたします。 

資料１－２「平成２８年度 政策分野別概要資料」をご覧ください。 

これは、１１の政策分野についてそれぞれ１枚ずつございまして、各課が自己評価とし

て作成した個別の進行管理票を基に、概要として政策分野ごと１枚にまとめたものです。 

初めに、資料の構成についてご説明いたします。 

１枚目は、基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」のうち、政策分野「自助・共助・

公助が連携した防災先進県づくり」について、まとめたものです。上段の黄色い部分は、

総合計画で政策分野ごとに設定している社会目標をグラフの形で掲載しております。この

数値目標は、県だけではなく、県民の皆様や企業、市町村などと共有し力を合わせて実現

を目指すものです。それぞれの政策分野において、２～７つの目標が設定されております。 

グラフでは、青い実線が実績値を表しております。赤い点線は、毎年の進捗状況がわか

るよう、現行計画策定の前年である、平成２４年度をスタートとして、平成２８年度の目

標値までを結んでおります。下段の青い部分は、各政策分野に位置付けられている施策に

ついて記載しておりまして、枠内は施策の「目標」、「総括」、「２８年度の施策の実施状況」、

「要因・状況分析」、「課題」、「取組方針」を記載しております。時間の関係もございます

ので、私からは、１１の政策分野の中からⅢ－２「挑戦し続ける産業づくり」についてご

説明させていただきます。 

それでは、９枚目となりますが、基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」、政策分

野２「挑戦し続ける産業づくり」についてご説明いたします。上段の黄色い個所をご覧く

ださい。 

この政策分野に掲げた４つの社会目標のうち、右上の「県内への企業立地件数」は４年

間で１６０件の目標に対し、実績は２５５件が立地し目標を達成していますが、右下の「求

職者等への就労支援・職業能力開発を通じた就職決定者数」は目標を下回っています。 

なお、左側の２つの目標は、本日現在で２８年度もしくは２７年度の直近の実績値が判

明しておりませんので、２６年度実績値までを記載しております。このうち、左上の「県

内製造品出荷額等」は２３年度以降増加傾向にあり、目標達成に向けて順調に推移してお

りますが、左下の「県内年間商品販売額」は目標達成に向け、更なる取組が必要となって

いるところでございます。 

下段の青い部分をご覧ください。「総括」の個所となりますが、各施策分野につきまして

は、「施策① 県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地促進」と「施策② 中小企業

の経営基盤強化」が「進展が図られている施策」であり、「施策③ 地域づくり・まちづく

りと連携した地域産業の活性化」は「概ね進展が図られている施策」、「施策④ 雇用対策

の推進と産業人材の確保・育成」が「一部の進展にとどまっている施策」となってござい

ます。 

政策分野全体といたしましては、先ほどご説明した社会目標の推移を見ますと、４つの

うち２つの指標が目標達成または目標達成に向け順調に推移していること、また、施策の
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総括として、４つのうち３つの指標が「進展」または「概ね進展」となっていることから、

政策全体としては、概ね良好な進捗と考えております。 

本日は、時間の都合もございますので、施策の概要につきましては、社会目標「県内製

造品出荷額等」及び「県内への企業立地件数」に関連のある「施策① 県経済の活力を生

み出す産業の育成と企業立地促進」をご説明いたします。 

２８年度の施策の実施状況の欄をご覧ください。 

１つ目として、健康・医療分野の知見を持つメディカルコンシェルジュを４名配置して、

製品開発に関する相談業務やアドバイスを行うなど、中小企業の健康・医療ものづくり産

業への新規参集を促進しました。また、医師のニーズと企業の技術を結び付ける場を提供

する「C－square」等を通じて、医工連携による製品開発を支援した結果、２８年度は１０

件の共同開発案件が生まれました。 

２つ目として、県内への企業誘致を一層推進するため、１，５５８件の企業訪問活動や

知事トップセールス、造成中の「茂原にいはる」「袖ケ浦椎の森」両工業団地への視察ツア

ーなどにより、圏央道やアクアラインなど本県の立地優位性をアピールした結果、前年を

上回る６２件の企業立地につながりました。 

こうした取組を実施する一方で、「要因・状況分析」としては、１つ目として、健康・医

療ものづくり産業への新規参入については、医薬品医療機器法をはじめとした法規制や医

療機関との関係構築などが新規参入の障壁となっています。 

２つ目として、企業立地件数は増加しているものの、隣接県等との誘致活動が激化する

など、企業誘致に係る環境は厳しさを増していることなどがあげられます。 

こうした「要因・状況分析」から考えられる「課題」としては、１つ目として、医療機

器の開発期間は比較的長く、設備投資の負担も大きいため、医療機関との継続的な開発が

行えるよう、企業ニーズに沿った支援を図る必要があること、 

２つ目として、最新の企業動向を把握しながら、企業立地の促進と地域産業の振興を図

る必要があると考えております。 

これらを踏まえた、「取組方針」としては、１つ目として、引き続き、専門人材の活用等

を通じた新規参入支援を行うとともに、医療機関との接点を強め、医療機器・周辺機器の

開発を推進すること、  

２つ目として、企業立地については、立地企業補助金制度の周知や有効活用を図るとと

もに、企業誘致専門員による関西地区からの企業誘致を推進していくこととしてございま

す。 

以上のとおり、産業施策の例でご説明させていただきましたが、他の政策分野において

も同様の構成により、取りまとめを行っております。説明は割愛させていただきますが、

御意見につきましては、全体に対して、どうぞよろしくお願いいたします。 

最後に、時間の関係で説明は省略させていただきますが、皆様の机上にございます、厚

い資料は、１つは、資料２「平成２８年度千葉県総合計画進行管理票」がございます。こ

れは、主な取組１７４事業について、各担当部署で評価を実施した個別の進行管理票を、

３８の施策ごとにまとめたものとなっております。 
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その下が資料３「事業整理票」がございます。それぞれの施策で実施されている具体的

な事業と、予算・決算額の状況をまとめたものとなっております。  

平成２８年度の実施状況につきまして、私からの説明は以上となります。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

○坂野委員長 
どうもありがとうございます。 
ただいま、事務局から平成２８年度政策分野別の概要について説明がありましたが、こ

れにつきまして、皆さんからご意見、ご質問等ありますでしょうか。 
 
○益田委員 
事実確認ということで私から先に質問させていただきます。 
平成２８年度進行管理の概要についてご説明をいただきましたが、この件につきまして

２点教えていただければと思います。 
１点目が総合計画の事業費につきまして、Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」のとこ

ろで、執行率が翌年度繰越額を含めた場合は７５．２％、それを除いた場合の施行率が８

０．５％、その理由につきましても先ほど簡単にご説明をいただいたと思いますが、この

数値の低さというのは、今年度のみ数値と思ってよろしいのでしょうか、というのがまず

１つ目です。 
２つ目として、そうした総合計画の事業費の執行率とともに、２８年度の施策の実施状

況、資料の右側の施策の総括についての評価を見てまいりますと、どんな傾向が見えるの

かということについて確認させていただければと思います。 
総合計画の事業費と施策の総括について、着目をしたいのは、まずⅡ「千葉の未来を担

う子どもの育成」になります。非常に単純な考え方で恐縮ですが、Ⅱのそれぞれの施策項

目から、そのうちどれだけオレンジ色の「進展」が割合としてあるのか、施策の実施状況

の高さ、低さということを考えて質問をさせていただきます。 
Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」につきましては、７つの施策があるうち、「進展」

は１つもございません。 
一方で、総合計画の事業費を見てまいりますと、翌年度繰越額を含んだ場合であっても、

９５．５％の事業費執行率ということで、とても高い数値となっています。 
しかし、施策の総括は、他の基本目標ⅠとⅢと比べると、「進展」が０であるので、評価

が低いということになろうかと思います。事業費執行率が高い一方、施策の総括を見ると、

他の基本目標と比べると評価が低いというように見えてしまう。 
続いて、Ⅲの「経済の活性化と交流基盤の整備」に着目していきたいと思います。 
総合計画の事業費から見てまいりますと、繰越額を含むと、７５．２％。除くと８０．

５％ということで、他の基本目標よりも執行率が低めであると思われますが、施策の総括

を見ますと、「進展」の割合は１４の施策があるうち、「進展」が５、およそ３６％が「進

展」ということになり、３つの基本目標の中では１番高くなっております。 
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そうすると、Ⅲの場合には執行率は低いけれども、施策の方ではある一定の効果が表れ

ていると見えなくもない。このことをどのように考えたらよろしいかということが質問で

す。Ⅱの基本目標は、事業費を執行しているのにもかかわらず、効果が上がっていないよ

うに見える。Ⅲの基本目標は、事業費の執行率は計画よりも少なくても一定の効果が上が

っているように見える。これをどのように考えればよろしいか、ということについて教え

ていただければと思います。 
 
○坂野委員長 
 今の質問に対して、事務局からありますか。 
 
○政策企画課長 
 事業費の執行割合と、施策の評価が逆転しているというご質問かと思いますが、１つは、

施策の評価につきまして、県で行っている事業主体が予算事業だけではなくて、各種の調

整事業といった性格の事業も含みますので、性格的にダイレクトにリンクしないというこ

とが考えられます。 
もう１つは、経済分野の予算事業の性格といたしまして、例えば中小企業の景気が悪く

なった場合の借入をする際の原資を県の予算で手当している事業費、こういったものにつ

いては、経済の状況が良くなれば需要が減ってまいりますので、予算の執行が少なくて済

むという逆転現象がございます。また、各種の相談業務やアドバイザーの派遣業務も、景 

気が好転すると執行割合が少なくて済むといった傾向が見受けらます。 
加えて、Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」の分野につきましては、例えば保育所の

整備につきましては、予定どおり補助金等で着実な整備を図りつつも、社会環境の変化に

よって、予定していた事業量の達成と、施策の総括の評価にズレが生じるという事態があ

ろうかと考えています。 
 
○坂野委員長 
 付け加えると、昨年か一昨年か議論がありましたように、施策の総括のところの「進展」、

「概ね進展」という評価の仕方が、７割未満で切って、ちょっとでも達成していないとカ

ウントしないというやり方があったりすることには若干問題があって、カウントの仕組み

を変えるともしかするともう少し予算の執行率と施策の総括の関係に相関が出てくる可能

性があると思います。ただ、カウントの仕組みを変えたり複雑にしたりすると大変なので、

相関が出るようにするという目的のため、制度をどのように変えるかというのは、若干見

直しの余地があると思います。 
また、ご説明がありましたように予算の投入自体が、必ずしも事業の効果あるいは事業

の目標の達成に影響するしないが直結しない事業があった場合に、それが７５％や９５％

といった数字になるのは直感的にそんなものなのかなと。私はわかりませんが、数字の記

載を見ると気にはなります。ただし、ご説明の趣旨や中身を伺うと、確かにそういうこと

なんだなと思います。 
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もう１つは、この話をつきつめると、先ほどの行政側の予算を投入することによって、

確実に結果が読めるような事業と結果が読めないような事業があった時に、結果が読めな

い事業については、もしかすると目標を低めに設定していないか、という余計な危惧です

が、仮にそういう傾向があるとすると、目標値設定の時のある種のガイドライン的なもの

として、こういうものについてはこういうもの、あまり過小設定しないようにしようとか、

どれくらい効果を持たすことができるかはわからないですが、そういう理解は事業ごとに

見ることは可能なのかなと質疑を聞いていて感じました。 
 
○佐藤委員 
 佐藤でございます。 
 毎年年に１回、膨大な資料を頂戴しまして、大変ご苦労されていると思います。 
感謝を申し上げます。お疲れ様でした。 
私からは質問と言うよりは、お２人の先生のご意見と関連するところもありますが、少

しコメント、感想を述べさせていただきたいと思います。 
資料１－１「平成２８年度進行管理の概要」ですが、これはかなり見方を注意してやら

ないと本当に誤認を生じてしまいかねないものかなと思っています。 
これは、評価というのはどういうものかと言うと、言うまでもなく何らかのスタンダー

ド、基準に乗っ取って、あるいは照らし合わせて一定の価値判断を下すということが評価

ですから、そこにはスタンダード、基準が必要になってきます。これは本日の資料で言え

ば、参考資料２「総括の判断基準」という資料になります。毎年、有識者会議の前に見直

すわけですが、何回見てもどういう仕組みだったかを確認しないといけなくて、まぁまぁ

複雑だなと思います。 
この通信簿的な評価、「進展」、「概ね進展」、「一部の進展」という、こういった通信簿的

な評価が非常に気を付けないといけなくて、一見わかりやすいんだけれども、評価結果の

もとになる情報が一体どういうものかと言うと、現状の仕組みでは、千葉県の場合は総括

の判断基準によれば「主な取組」に設定された行政活動目標が、まずはどの程度目標達成

したかを３つに分けて、さらに７割以上達成したものを目標達成とし、さらにそこから施

策と主な取組の関係で見てまた複雑に分けていく。最終的に３段階に分けるのですが、こ

れは先ほどお２人の委員からも出たように、１つには目標設定次第で進展かどうかが変わ

るわけですよね。疑っているわけではなく、一般論としてお聞きいただければと思います

が、目標を無難な目標にすれば進展しやすくなるし、高い挑戦的な目標を掲げると、なか

なか頑張っても進展が見られないとなりますので、まずここの目標設定の恣意的な目標設

定が悪いというわけではなく、何らかの合理的根拠があってしかるべきと思いますが、こ

のあたりを踏まえてこの表を見なければならないということがまず１点です。 
それから単年度で施策の総括の３つのランキングを単純に見てもダメで、前年度の対比

で、つまり進展したかを見ているわけですよね。この点を踏まえて見ないと、単に平成２

８年度が「一部の進展」だからといって悪かったのかというと、実は昨年度「進展」して

ました、結構いいレベルまできていて、そこからはこれ以上大きな目標は掲げられない等、
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色々な意味があって、目標を高く設定しすぎたためにもしかしたら「一部の進展」になっ

ているかもしれないので、色々な角度から見て、実はどうなんだというところを深く見て

いかないと、単純にこのテーブルだけから得られる情報では判断を誤ってしまうかもしれ

ないなと。それぐらい難しい、見方もどこかに注意書きがあってもいいですが、参考資料

２「総括の判断基準」が注意書きということですが、これは説明しづらい、難しいのかな

と思います。 
質問ではなくて感想ですが、総評はとなるとかなり難しい。単に合成してこうだ、とも

言えませんし、施策項目ごとに１つ１つ総括していく。後ほど４年間の総括も出てくると

思いますが、今お話ししたことを心に留めていただければと思います。 
以上です。 

 
○坂野委員長 
ありがとうございました。 
こういう情報を集約したものの通信簿的評価というのは、何のために何の役に立つのか

ということとても関係がありますが、かなりの情報を集約しておりますので、先ほどの７

１％がこの計算の仕方でやってみると「進展」、「概ね進展」が７１％ということを単年度

でやると、それって意味があるのかないのかわからないと思いますが、毎年毎年やって、

この経験が積み重なっていくと、だいたい７割を超えていれば、変なことは起きていない

と思います。そういう相場感みたいなものが数字に対して出てくると思います。そういう

相場感ができないと、たぶん危ないと思いますが、ある程度相場感みたいなものが出てく

れば、この数字でだいたいこれくらいでよろしいでしょうというくらいの判断に使えるの

だと思います。 
血液検査をやった時に、血圧が１５０あって高いなと思ったときに、それが病気かどう

か特定できないですよね。そういうレベルの、意味合いの指標なのではないかという気が

します。だったら予算執行率でもいいという意見もあるかと思いますが、そこは単順な予

算執行率だけでなく、血液検査も血圧だけでなくて血糖値があったりして、そういう意味

合いで健全な事業の進展になんとなくいっているかどうかを指標として、意味があるのか

なと理解しておけばよろしいかと私自身は考えています。コストかけすぎじゃないかとい

う意見もあるかもしれませんが、長年やっていくことで指標に意味合いとか読み方とか経

験値として出てくれば価値が生まれると思います。 
 
○坂野委員長 
事務局から何かありますか。 

 
○政策室長 
 先ほど坂野委員長から、だいたい７割くらいというお話しがありましたが、計画の期間

が４年間ですのでこの４年間を見てみますと、初年度の２５年度は約７３％、２６年度が

約７６％、去年は少し低くて約６３％、傾向としてはだいたい７割くらいで落ち着いてお
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り、進み具合としては概ね良い方向に向かっているのかなと考えています。 
 
○坂野委員長 
 そういう相場感の中で６割に下がった時には、なぜそうなったのかという、問題をより

深く探索しようという１つのきっかけにできるので、そういう使い方が有効になってくる

のかなと思います。 
ただし、県民向けに説明するのはなかなか難しいと思います。佐藤委員がおっしゃるよ

うに複雑な計算をしていますので。我々も血圧うんぬんと言われてわかったような気にな

っていますが、実は医学的なことがわからなくてもなんとなくわかった気がしているのは、

情報の提供の仕方の問題だと思いますので、この指標がどのような意味をもってどのよう

に理解できるのかということがもう少しわかってきた段階で、県民向けに説明するときに、

情報として加えられれば血液検査並みに使えるようになるかなと思いました。 
 
 
（２）主な施策の説明 

 ①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築 

（環境生活部くらし安全推進課） 

 ②千葉の「宝」を生かした観光立県の推進（商工労働部観光企画課） 

 

○坂野委員長 

それでは、次に（２）の主な施策の説明に移りたいと思います。 

個別の施策のうち、本日は防犯と観光の２つの施策について、県の取組状況等について、

それぞれの担当課から説明を受け、ご意見をいただくこととしています。 

説明にあたりましては、目標との関係で、手段が有効に機能しているか、機能していな

ければその要因や改善策は何か、といった点に言及していただくようにお願いします。な

お、質問等については、２つの施策の説明が終わった後にまとめて行いたいと思います。 

それではご説明をお願いします。 

まず始めに、「犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築の推進」につい

て、担当課から御説明をお願いします。 

 

○くらし安全推進課長 

くらし安全推進課長の山下でございます。 

私からは、基本目標Ｉ「安全で豊かなくらしの実現」、政策分野２「安全で安心して暮ら

せる社会づくり」のうち、施策項目１の「犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる

社会の構築」についてご説明させていただきます。 

 まず、上段にあります社会目標をご覧ください。 

「刑法犯認知件数」「自主防犯団体の数」はともに、年度ではなく暦年の数値となります。 

「刑法犯認知件数」につきましては、「１４年連続減少」を目標に掲げておりますが、平
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成２８年は５７，２７７件と、平成２７年の６１，６５６件から４，３７９件減少してお

り、目標を達成しております。 

 また、「自主防犯団体の数」につきましては、「増加を目指す」ことを目標としておりま

すが、平成２８年は２，６０６団体と、平成２７年の２，５５４団体から５２団体増加し

ており、こちらも目標を達成しております。 

次に、主な取組といたしまして、「地域の防犯力の向上」、「自主防犯意識の醸成」、「犯罪

の起こりにくい環境づくり」の３つの取組について、実施状況や指標の達成状況、課題、

今後の取組方針などについて説明させていただきます。 

 はじめに、一番左の主な取組１「地域の防犯力の向上」をご覧ください。 

 まず、実施状況ですが、地域の防犯力の向上を図るため、県がモデル事業として県内４

カ所に設置した防犯ボックスを継続して運営するとともに、市町村が設置・運営する防犯

ボックスへの補助制度を新たに創設し、市原市、八街市、酒々井町の３市町に対し助成し

ました。 

また、地域の犯罪抑止に大きな役割を担っている自主防犯団体の活動を支援するため、

１８市町村に対し、防犯ベストなどのパトロール用資機材の整備経費を助成するとともに、

自主防犯団体が抱える様々な課題について話し合う「地域防犯力の向上に関する交流大会」

を開催しました。 

次に、この取組の指標とした「自主防犯団体の活動支援補助事業の実施事業数」につい

てご説明します。これは、市町村が行う自主防犯団体に対する防犯ベストなどのパトロー

ル用資機材整備事業に対して、県が助成を行った市町村数を事業数としてカウントしてい

るものです。 

平成２８年度はドライブレコーダーを補助対象に加えるなど、制度の見直しを行いまし

て、実施事業数の大幅な増加を目指しましたが、前年と同数の１８事業に留まりました。 

 目標を達成できなかった要因としては種々ありますが、特に、ドライブレコーダーの防

犯上の有効性について県側の説明不足や市町村・自主防犯団体側の理解が進まず、この制

度が十分に活用されていなかったことなどが挙げられます。 

また、社会目標に掲げた自主防犯団体の数については、構成員の数が高齢化などにより

減少しており、団体数の減少が懸念されることも課題と考えています。 

 そこで、今後の取組方針としては、引き続き、市町村による防犯ボックスの設置に向け

た働きかけや支援を積極的に行うとともに、学生など若者の自主防犯団体への参加や自主

防犯活動の活性化を図るため、引き続き「地域防犯力の向上に関する交流大会」を開催い

たします。また、自主防犯団体の活動支援補助事業については、市町村からの意見や要望

を踏まえ、より活用しやすい制度へと見直しを行います。 

次に、主な取組２「自主防犯意識の醸成」をご覧ください。 

まず、実施状況についてですが、県民の自主防犯意識の醸成を図るため、「安全で安心な

まちづくり旬間」（１０月１１日～１０月２０日）において、「防犯パトロール隊出動式」

や「２０１６地域安全防犯ボランティア県民大会」を行い、自主防犯活動の活性化と県民

の防犯意識の高揚を図りました。 
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また、深刻な被害が続いている「電話 de詐欺」の防止に向けて、広報・啓発用のテレビ・

ラジオＣＭの放送、バスでの車内放送、孫子の世代からのはがきの郵送による啓発などの

取組を実施いたしました。また、社会全体で詐欺被害の防止を図るため、民間企業のＣＳ

Ｒ活動と連携した啓発なども行いました。 

このほか、県警ホームページや広報誌などの様々な広報媒体を活用し、防犯キャンペー

ンの開催情報や県民の身近で発生した犯罪発生情報等をタイムリーかつ効果的に発信いた

しました。 

次に、この取組の指標とした「安全で安心なまちづくり旬間におけるキャンペーン等の

実施数」について御説明します。これは、各市町村において行った旬間期間中のキャンペ

ーン等の実施数です。平成 28年度のキャンペーン数は前年度に比べ減少したものの、目標

を達成することができました。 

社会目標である刑法犯認知件数の減少が続く中、「電話 de 詐欺」や自動車盗など県民の

身近で発生する犯罪は後を絶たず、依然として深刻な被害が続いています。 

そこで、今後の取組といたしましては、県警ホームページを活用して、積極的に犯罪発

生情報等を発信するとともに、情報の受け手に応じた効果的な広報誌の作成等により、誰

にでもわかりやすい防犯情報の提供に努めます。 

特に、「電話 de 詐欺」の防止対策としては、現在実施している各種啓発の取組に加え、

被害を水際で防止するため、新たに周囲の人による「声がけ」や詐欺防止対策機能のある

電話機の活用促進のＣＭを制作・放送いたします。 

次に、主な取組３「犯罪の起こりにくい環境づくり」をご覧ください。 

まず、実施状況についてですが、犯罪の起こりにくい環境づくりを進めるため、ひった

くり犯罪等の抑止を目的に、市町村への防犯カメラ等設置補助事業を平成２３年度から実

施しています。平成２８年度は、２４市町村１５２台の防犯カメラの設置に対して補助を

行った結果、平成２８年のひったくり犯罪の認知件数は前年度に比べ４４件、率にして１

６％減少しました。 

また、「オール千葉」で犯罪の起こりにくい安全で安心なまちづくりを推進するため、県

や市町村、県民、自治会及び事業者等の６８団体で構成する「千葉県安心安全まちづくり

推進協議会総会」を開催し、各団体が日ごろ取り組んでいる防犯対策を紹介するとともに、

２８年度は特に、「電話 de 詐欺」の撲滅に向け、各団体が主体的に取り組めることなどを

話し合いました。 

次に、この取組の指標とした「ひったくり防止対策の補助事業として設置した防犯カメ

ラ設置台数」についてご説明します。この指標は、補助制度を開始した２３年度からの設

置台数の累計数となります。 

平成２８年度は、２４市町村１５２台の防犯カメラの設置に対し補助を行い、累計台数

は８１１台となりましたが、目標とする８５７台には若干及びませんでした。 

これは、住民のプライバシー侵害への懸念や市町村側の財政事情もありますが、県の補

助事業の在り方についても要因があると考えています。 

そこで、今後の取組方針としては、防犯カメラ等設置補助事業については、市町村の意
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見や要望を踏まえ、より活用しやすい制度へと見直しを行います。また、「千葉県安心安全

まちづくり推進協議会総会」においては、その時々の社会状況を踏まえ、必要とされる取

組の議論を深め、全県的な防犯対策を推進していきます。 

以上で、説明を終わります。 

 

○坂野委員長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、｢千葉の「宝」を生かした観光立県の推進」について、担当課から

説明をお願いします。 

 

○観光企画課長 

観光企画課長の松上です。よろしくお願いいたします。資料は４－２をご覧ください。 

施策の目標は、本県の魅力を生かした観光地づくりを進め、同時に効果的にプロモーシ

ョンを展開し、交流人口の拡大を通じた地域経済の活性化を図るものです。 

目標達成に向けた主な取組については、資料４－２の右上に４つ掲載されていますが、

「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」、「競争力のある観光産業の創出」、「戦略

的な国内観光プロモーションの展開」、「国際的観光地としての地位の確立」です。 

社会目標については、観光というと適切な指標が難しいのですが、「観光入込客数」、「宿

泊客数」を設定しています。「観光入込客数」については、目標値を上回る勢いで今のとこ

ろ推移しています。また、「宿泊客数」については、平成２７年の数値が千葉県の観光統計

としては最新数値になりますが、最終目標値を超えている状況です。これは、インバウン

ド観光の急激な伸びが主な理由となっていますが、最近は国際経済が不安定といった要素

もあり、指摘をされているということで、楽観視はできないという認識を持っています。 

続きまして、取組１「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」について、指標「観

光地魅力アップ整備事業整備箇所数」の目標値を下回っておりますが、この事業は県が補

助事業を用意して、市町村等に実施をしてもらうといった性質の事業となります。 

私どもの分析といたしましては、市町村の所管施設は概ね整備が終わり、制度の利用が

減っている傾向があります。また、トイレの整備については、民間施設の整備も助成の対

象に含めているので、こちらの需要拡大が図られるようＰＲを積極的に行い、整備の実績

を伸ばしていきたいと考えています。 

続いて、取組２「競争力のある観光産業の創出」について、指標「海外観光ゲストへの

おもてなし力の向上研修受講者数」は、接客技術の向上についての研修を開催するもので

すが、こちらの動き方が特徴的でして、平成２５年度は３３１人、翌年度は半分以下に落

ち込み、それから伸びております。２５年度は研修会の回数を増やしましたが、２６年度

は会場を集約して開催回数を少なくした結果、一気に減少しましたので、翌年からはもと

に戻し、開催回数を増加させるなど参加しやすい環境を作った結果、参加者が増えたもの

です。内容につきましても、参加者の意見等を反映し、最新ニーズにあった研修の内容を

実施しています。 
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昨年は、インバウンドに関心を持っている事業者はもちろん、関心を持ちつつある事業

者に対しても積極的にＰＲし、難しい接客技術ではなく、非常にシンプルなセンテンスや

単語でもコミュニケーションが取れるということがわかってもらえるような研修内容に変

更した結果、参加者が伸びている状況です。 

続いて、取組３「戦略的な国内観光プロモーションの展開」について、マスメディア、

インターネット、新聞等を使ったＰＲに加え、季節の集中的なＰＲを実施しています。 

千葉県の場合、早春のＰＲ。千葉県は雪国ではないですが、南房総を中心にとても春の

訪れが早く、１２月の中頃には菜の花が咲いている、そうした気候が温かいことを全面的

に売っていくことで早春のＰＲを行っています。 

夏は海水浴。最盛期から見ると当然減っていますが、総数で見るとまだまだ多いです。 

また、千葉県で伝統的に弱いと言われるのが秋です。紅葉スポット等はありますが、他

県から見ると、秋に千葉には何があるのかとなっています。このへんに力を入れることを

積極的にやっています。 

また、千葉県内から出まして、仙台、名古屋、札幌などでの誘致活動も積極的にやって

いる状況です。 

最後に、取組４「国際的観光地としての地位の確立」について、成田空港はもちろん、

羽田空港も千葉県から見れば近い、そうした立地優位性があって、外国人観光客の宿泊が

順調に伸びている状況です。 

知事が台湾、タイ王国、マレーシアにトップセールスを行い、現地での旅行博にも積極

的に参画した結果、千葉県内に観光客が入ってきています。最近判明した傾向として、タ

イ王国の方はイチゴ摘みが好きで、受け入れのイチゴ摘み園を探すのが大変な状況です。 

また、公衆無線ＬＡＮ、最近はスマートフォンを持っているのが一般的な状況ですので、

スマートフォンが使える環境を整備しようということで、宿泊施設を中心に助成を積極的

に行っております。 

課題といたしましては、インバウンドについて、ニーズが日々変わっていることがあり

ます。中国人の場合、今までの団体旅行から個人旅行へのシフトが意外と早い。ある県の

場合、団体向けの対応で進めていたところ、個人向けの比率が圧倒的に増えてしまったと

聞いています。今はＳＮＳを使った情報の収集が簡単にできるということで、動きに注意

しながら情報の提供や受け入れ態勢の整備を進めていく、そのような状況です。 

以上でございます。 

 

○坂野委員長 

ありがとうございます。ただいまの２つの施策の説明につきまして、委員の皆さんから

御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

また、個別の施策に限らず、全体を通して、計画の進行管理の改善に係る方向性の全般

的なご意見があれば、併せてお願いいたします。 

 

 



15 
 

○佐藤委員 

 まず、「犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築」について何点か質問

させていただきたいと思います。 

 １つ目ですが、社会目標の「刑法犯認知件数」はかなり減少してきています。これは全

国レベルでも同じようなトレンドで、千葉県だけが例外的に減少しているわけではござい

ません。社会目標自体は総合計画に設定されているものですので、この値はこれでいいと

して、もう１つは本来のアウトカム、つまり千葉県における検挙率の方はどういう推移に

なっているのかという点について、伺いたいと思います。 

 ２つ目は、県の努力でこのように「刑法犯認知件数」が減少してきているのだろうと推

察いたしますが、県の努力以外の外部要因もあってこのように減少しているのかどうなの

か、あるとすればどのようなファクターがあるのか、このあたりについてまずは２つ伺い

たいと思います。 

 

○くらし安全推進課長 

今手元に資料がなく正確な数字は持ち合わせておりませんが、検挙率については、必ず

しも刑法犯認知件数のように下がり続けているわけではないと把握しています。率が上が

っている年もあれば下がっている年もあります。刑法犯認知件数につきましても、例えば

ひったくりは激減しています。ひったくりについては、千葉県は平成２２年に都道府県の

中で全国ワースト１位になったこともあり、防犯カメラの市町村補助を始めました。今で

は相当減少していますが、カメラだけでなく、自転車の前カゴにカバーをつけたり、のぼ

りを立てたり、様々な広報啓発等の取組により総合的に効果を表してきたのだろうと考え

ています。犯罪については、減っているものもありますが、最近ですと電話 de詐欺、いわ

ゆる振り込め詐欺は非常に増えてきていて、様々な取組を行っているもののなかなか収ま

らないという状況です。 

外部要因ということですが、犯罪についての県の取組、自主防犯団体の方々の取組や活

動、県警の捜査や取締り、こういったものが全部相まった上でのものだろうとは思ってい

ます。 

 

○佐藤委員 

景気が悪くなると犯罪も増えるのではないかと思いますが、ここ何年か景気回復基調が

あるからそういったものも影響しているのかなとか、どのようにお考えになっているのか、

そのあたりのご見解はいかがでしょうか。 

 

○くらし安全推進課長 

窃盗などの財産犯については影響があるかもしれませんが、景気の変動と刑法犯認知件

数の変動というのは、グラフで言えば必ずしも一致していないと考えておりまして、平成

元年の頃は景気の良い時期だったと思いますが、件数で言うと千葉県で９１，０００件く

らいでありそこまで多くはありませんでした。その後上がってきまして、平成１０年くら
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いにピークとなりその後はずっと減少傾向です。景気の変動には割と波がありますが、富

士山のように大きく上がって大きく下がるという１つの波になっています。景気の変動の

影響もあるとは思いますが、それだけの要因ではないかなと思っています 

 

○佐藤委員 

 次に主な取組のところで質問させていただきます。主な取組の１と３ですが、まずは取

組１「地域の防犯力の向上」に関してです。 

指標のデータの推移を拝見いたしますと、１つ傾向が見られまして、それはどういう傾

向かと言うと、前半に目標値の設定次第で通信簿の評価が変わるとコメントさせていただ

いたわけですが、それに関連します。 

赤い線が目標値、青い線が実績値ですが、平成２２年度から２７年度までは一貫して前

年度の実績値より下回る目標値が設定されているわけですよね。それがなぜなのか、目標

値の設定根拠についてまず１点伺います。 

ところが、２７年度から２８年度に関しては目標値を大幅に上げている。その結果、目

標値よりも実績値がかなり下回ってしまっているということですが、２８年度は何か特異

な根拠があってこのようになさったのかという目標値設定に関しての質問です。 

関連ですが、下の要因・状況分析のところで、２８年度からドライブレコーダーを補助

対象に加えたが、十分に活用されていない状況がある、これに関して課長の説明では主従

要因があるが、１つはドライブレコーダーの有効性が説明不足という点、もう１つは団体

側の理解が進んでいないとの説明がありました。ではなぜそういう状態になったのか、で

はなぜ団体の理解が進まないのか、なぜドライブレコーダーの有効性の説明がなぜ不足し

ているのかということについて伺いたいと思います。 

もう１つ、課題に書いてありますが、若い世代の参加を含めた自主防犯団体の構成員の

確保と活動の活発化が今後課題になると予想されるということで、取組として、その下に

地域防犯力の向上に関する交流大会を開催するということですが、交流大会にどの程度若

者が参加されているのか、若者がどれくらいの年齢かわかりませんが、２０～３０代を若

者とすれば、若者の参加率はそもそもどれくらいあって、これが開催されることによって

若者参加の促進が図られたのかどうか、この点についてお伺いします。 

 

○くらし安全推進課長 

 まず、２８年度に目標値を上げて、結果達成できなかったわけですが、取組として自主

防犯団体の活動支援補助事業の制度見直しを大幅に行いました。ドライブレコーダーにつ

いては、自主防犯団体が運行する青パトについても、要望があれば補助を行い、補助率も

３分の１から２分の１に引き上げました。また、一団体あたりの、市町村が一団体ですが、

上限額がわずか１０万円だったものをトータルで２５万円に引き上げたというような制度

の大きな見直しを行いました。そのことについて、市町村に対する事前のアンケート調査

を行ったところ、自主防犯団体側からの要望があれば、今まで手をあげなかったところが

１４団体ありましたので、これまでの目標値１８に１４を加えて３２と期待も含めて目標
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値を設定したところです。実際には思ったほど、自主防犯団体側からの新たな要望がなか

ったということと、市町村の財政状況が厳しく、やりたいと担当課が言っても予算がつか

ない等の状況があり至らなかったと考えています。 

ドライブレコーダーの説明不足については、２６年度に市原市内で発生した女子中学生

の連れ去り未遂事件がございまして、たまたま通りかかった車が連れ去りの現場に遭遇し、

大きなクラクションを鳴らすことで犯人が逃げ、事件を未然に防ぐことができたのですが、

その時に車にドライブレコーダーがついていて、相手の顔とかナンバーがはっきりと出た

ということがありました。もともと、ドライブレコーダーは事故時の証拠などに使われる

ものだと思いますが、これは防犯上もよいのではないか、防犯上も防犯カメラと同じよう

に動く防犯カメラとして使えるのではないかということで、市町村を回り説明やＰＲを行

ってきましたが、まだそこまで効果があると思えないという話が多くありました。 

また、松戸市で女児の殺害事件がありまして、ドライブレコーダーが犯人の捜査検挙に

結びつく手掛かりになったということが大きく報道され、市町村でもかなり関心を持って

いただいているという状況にはあり、今後は少し進んでいく見込みがあると考えています。 

交流大会については、年によって参加者数の大小はありますが、２８年度は全体で１５

２名ほど参加しています。その中に、ヤング防犯ボランティアという、若い方々に県とし

て地域の人達と一緒になって活動してくださいとお願いをしている団体が５２団体程あっ

たと思いますが、そういう団体の方々には出席していただいております。 

交流大会の中のテーマも、若い人達の地域の防犯活動への参加などについて分科会とい

う形で話し合い、その結果を踏まえて今年度の交流大会にも反映していくなど、少しずつ

内容を変えながら開催をしています。 

 

○佐藤委員 

 聞き漏らしてしまったかもしれませんが、目標値設定のところで、平成２７年度までの

目標値が前年度の実績値を毎年下回るように設定されていたのはなぜでしょうか。 

 

○くらし安全推進課長 

補助金の一団体あたりの上限額がありまして、上限額までいった時には１４団体。つま

り、補助金の総額があって、一団体あたり最高いくらまでというのがありますので、予算

上、何団体可能かというと、１４団体となっています。ただし上限までいかない団体もあ

り、そうすると予算が少し余りますので、その分団体数が増えたということです。 

 

○坂野委員長 

目標値の設定の仕方は、アウトカムからトップダウン的にきて、どのくらいの事業費が

必要かという考え方と、インプット側のリソース側でこれだけの予算があるからこれくら

いのアウトプットかなと考える両方の見積もり方があって、現実性を取るとボトムアップ

的にやる方がよく見えるので、多くの場合、ボトムアップ的に作られていると思います。

この擦り合わせが難しいと思いますが、今のお話しでよくわかりました。 
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○坂野委員長 

今の犯罪の話と次の観光の話には少し関係しているところがあって、質問ではなくてコ

メントなのですが、「刑法犯認知件数」、「観光入込客数」については、同じような性格があ

って、全国規模の動きと一致しているのではないかと想定されます。そういう場合には、

千葉県としてどれほど頑張れているかという評価はやはりしないといけないのかなと思い

ます。同じ率で推移しているのか、もう少し頑張れとするのかを分析すると、その差がど

こに出ているのかはっきりしてくるので、千葉の特徴のようなものが見えてきて良いのか

なと思いました。 

もう１つは、県でやっている政策以外の要因がどこまで効果があるのかということを確

かめるというのは、我々のような研究者がやるのであれば細かいところまでできますが、

行政の実務の中でどこまでできるか、どこまで評価書の中に書き込むかという２つの問題

があって、細かいことまでは体系的にエネルギーはかけられないし、限られたスペースの

中で全部書くことも難しいので、どうすればよいのか先ほどから考えているのですが、１

つは県としてここが１番重要だと思っているところをフォーカスしてやらざるを得ない、

そうすると先ほどの犯罪の例でいくと、必ずしも千葉県だけの特徴ではないと思いますが、

他の犯罪は減っているけれども振り込め詐欺が増えていること自体が社会全体の大きな問

題になっているということなので、例えば防犯カメラみたいなものを設置すればある程度

減る犯罪があるけれども、防犯カメラの設置では減らない犯罪もあって、それに対して減

るものはこれからどんどん減らしていくけれども、減らないものについてはどう手を打つ

かということに注力してやっていくんです、という方針を今回書かれているので、そうい

う取捨選択をされて、要因を書き込んでいくとわかりやすいと思います。 

本当は学者や研究者としては、体系的に因果関係を分析して欲しいという気はしますが、 

それは研究のパートナーをうまく大学の中で見つけていただいて、データを出すと分析し

たがる研究者はたくさんいると思いますので、低コストでうまく活用していただくことを

考えていただければという気がします。 

あともう１つは、量と質の問題があって、「刑法犯認知件数」や「観光入込客数」はあく

まで量的なものだと思います。あるいは、自主防犯団体の組織数とか協力者数、これも量

の問題で、一応量の問題として評価はしているけれども、もう１つ伸び悩んでいる時、達

成できなかった時には、量ではなくて中身の質の問題を問う、先ほどの犯罪の質の違いを

見るのもそうですし、防犯団体の協力者が少ないのであれば、どこが協力してないのか、

先ほど市町村の財政が厳しいから協力いただきにくいというお話しもありましたが、人口

規模の小さいところはあまり協力いただいていないのかもしれない。そうすると次はどう

働きかけるかという作戦につながっていくのかと思いました。そういう観点で要因分析さ

れると良いのかなと思いました。 

 

○益田委員 

 「千葉の「宝」を生かした観光立県の推進」に進んでもよろしいでしょうか。 

 ２点ほどございまして、主な取組１「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」に
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着目し、教えていただければと思います。 

１つ目ですが、実施状況の中に「特に、民間事業者が行う観光公衆トイレについては、

補助率を引き続き４分の３に嵩上げして整備促進を図るとともに、関係団体の各種会議等

に出向き補助制度の周知を図りました。」とあります。しかし、要因・状況分析は目標を下

回りましたので、周知を図ったけれども広く知られなかったことが要因であり、取組方針

の中で、補助金制度の一層の周知を図っていきたいという流れであると思います。 

ということは、政策手段としては、「周知する」という政策手段を取られるということで

すので、周知する政策手段のいい点もありますが、いい点というのは、周知するという政

策手段が想定しているのは、受け手側が、特にここでは民間事業者側が、周知すればその

ように動いてくれるということを想定している政策手段を取られていますが、裏を返すと、

民間事業者がそのように動かないというリスクも抱えている、そういう政策手段を取られ

ているということになります。先ほどのドライブレコーダーの話にもありましたが、民間

事業者側、政策の対象者側が、異なる優先順位を持っていたとき、自らの取組について異

なる優先順位を持っていたとき、つまり民間事業者が自らのところに観光者を呼び寄せよ

うとしたときに、トイレが優先順位として低い場合、いくら周知活動を行っても思うよう

には動かないということになろうかと思います。ですので、そうなったときに果たして目

標値、上昇傾向を示している目標値が妥当なのかということについての確認をさせていた

だきたいと思います。 

２つ目ですが、指標「観光地魅力アップ整備事業整備箇所数」を拝見しますと、目標値

の線と実績値の線に興味深い動きがございます。２４年度を境に実績値が伸びまして、２

８年度は下回っている、結果として実施状況の判断ではまだまだ広く補助金制度が知られ

ていないからだという結論に至っていますが、２５～２７年度は大幅に目標値を超えてい

ます。となると、周知という政策手段を使ったことによって、早く政策対象者側が動いた、

その結果、２８年度になったら落ち着いたという読み方もできなくもないと思います。も

しそうであるならば、また目標値の見通しの話になりますが、今後の見通し、このような

目標値が伸びていくという形式で果たして妥当なのだろうかということについて教えてい

ただければと思います。それを明らかにするためには、２４～２７年度に上がっている数

値の内訳が、市町村が様々なトイレなどの施設を整備したことによって伸びている、その

割合が高いと言っていいのか、それとも民間事業者もある程度入っていることなのか、そ

のあたりの実際の数字の伸びに貢献している施策対象者の割合についても教えていただけ

ればと思います。 

 

○観光企画課長 

 周知について、この先の伸びがありうるのかということについては、実のところ、県議

会議員からも同じような質問がありまして、その会話の中で、自分の身の回りの商工業者

や観光業者がこの制度を知らない。市役所等に知らせてくれてないのですかと聞くと、い

や知らせてますよとなる。恐らく、周知の仕方が、回覧板とか何とか通信の類とか、普通

に紙を流して、大量に送られてくる紙の中にはうちの制度があるのでしょうが、注意して
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見ないとなかなか難しいということなのかと。観光企画課ということで、観光協会経由は

すごい力を入れてやったのですが、商工会や商工会議所、そちらのルートでやってもらっ

たことによって反応があったりするとか、最近では、便器メーカーの協力店のルート、こ

ちらに周知を手伝ってくださいということでお願いをするとか、そういったことをやって

います。それと、開拓で可能性があると思っているのは、お店は借りてやってますが、大

家は別です、となるとトイレを直すかどうかは大家さんのご判断になってくる。そうする

と、大家さんにもこの制度を伝えることが必要となりますので、銀行と相談し、銀行は不

動産を貸す事業をされているいる皆様方とのお取引もあると思いますので、まだ行き渡っ

ていないところにもう少し流し込めるのではないかというようなことを現在やっておりま

す。 

２４年度からの実績値の上昇については、まず２３年度に補助率の嵩上げを行いました。

２１・２２年度は３分の１でしたが、２３年度からは２分の１に嵩上げし、率が上がりま

したよということで、積極的なＰＲを行っております。その結果、民間の方の数字が上が

っている。市町村は普通のルートで理解をしますので、市町村は予算措置ができたらやっ

ている、そういった関係なので、知ったからというのはあまりない。民間の方は、一生懸

命プッシュをするとどうも反応があったというのと、データはないですが、地元に行って

お話を聞くと、回りのトイレがどんどん綺麗になると、自分のところだけ汚いと何か落ち

着かないということで、投資の順番を入れ替えてくれた。それまでトイレはいいやと思っ

ていたものをお隣は綺麗となるとうちもやらなければということで、そういった反応があ

ったということでございます。 

また、２８年度の実績値の落ち込みについては、確かに一巡したものではないかと考え

ています。ただし、少し言い訳がましいですが、２８年度も落ちたとはいえ、５２件で５

０件を超えており、以前の２４年度の２０件台と比較するといまだ高い数値にあるという

ことで、そんなに悲観的な感覚は持っておりません。たまたまのタイミングだったのだろ

うと考えています。 

 

○益田委員 

ありがとうございます。 

ということは、青の実績値の伸びに貢献しているのは民間事業者ということですね。さ

らに、民間事業者の掘り起こしを今後できていないところにしていこうですよね。ただ、

この伸びを拝見しますと、民間事業者に対してある程度の認知がなされている。そうしま

すと、掘り起こしたところでどこまで実績値が伸びていくというかはかなり慎重に見てい

く必要がある、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

○観光企画課長 

慎重に見ざるを得ないというご指摘もあると思いますが、私どもでやっている事業で綺

麗になったトイレを観光公式ホームページでＰＲしまして、「千葉のおもてなしトイレ」と

銘打っていますが、綺麗なトイレの情報を積極的に流すことで、トイレ直してくれると、
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ＰＲしますよということをやっています。何とか動機づけを作っていこうということで、

投資の順位を少しでも上げていければ多少は違うのではないかという、楽観的ではありま

すが、そういう見通しもあります 

 

○坂野委員長 

今のお話しをお伺いしまして、どこまで少ないスペースで書けるかということと関係が

あると思いますが、少なくとも要因の１つは民間の方にあって、そこのところに今後さら

に伸ばす余地があるので、落ち込んでいるこれについては、民間事業者の対応、なぜ減少

したのかということを分析して、そこについてはさらに一層努力するといったことが見え

るように書かれていると、すごく論理性があってわかりやすくなるなという気がしました。 

 

○宮入委員 

 今のご質問に少し関連しますが、主な取組１について、トイレを綺麗にすることによっ

て「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地」になっているという確信が持てるのはどうい

うところでしょうか。 

 

○観光企画課長 

千葉県でアンケート調査を行っており、その中で、千葉県の観光地で不満に思うことは

ありますかという質問項目があって、複数回答ではありますがトイレと回答した数が２割

くらいありました。千葉は東京から近いので、日帰り旅行にとても楽だ、ライバルは伊豆

ということですが、伊豆に行くのは遠いけど南房総は１０時くらいに行こうかとなれば行

くことができる。立地優位性は持っていますので、そういった不満をつぶすことによって、

千葉はトイレが汚いからやめようという層だけはデリートすることができるという見通し

はあります。 

また、「千葉はいいところがあるのになぜトイレが汚いのか」と知事が端的に感じたとい

うこともあります。ただし、トイレが綺麗になったことの評価はあちこちで聞きますので、

そこまで因果関係がないことはないのかなと。いい思い出は持って帰れる、最後に寄った

トイレが汚かったなという思いでは終わらないと。あくまで代表的なもので、他にも色々

と事業は行っています。 

 

○宮入委員 

私も大事なことだとは思います。車のディーラーが訪問営業ではなく来店型に変えよう

とした時、最初に行ったことはトイレを綺麗にすることでした。それから鉄道各社、特に

ＪＲはトイレを綺麗にして、そういう意味でのブランドイメージを高めようということで、 

凹まないようにするということでは大変重要なことだと思います。そこから何度でも行き

たくなるとすると中身の問題になると思いますが、これは質問ですが、先ほどおっしゃっ

たように千葉はやはり日帰り県ですよね。宿泊とかおもてなしといったことを一生懸命や

ってらっしゃると思いますが、例えば、思い切って日帰りモデル、全国どこにも負けない
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日帰りモデル、関東圏から日帰りで、楽しんでお金もいっぱい使って帰ってくれる、そう

いうモデルができないかなと。先日あるテレビ番組で、滋賀県民は日本一日帰りトリップ

をするんだということで、そのためのいろんな施設を作っていて、ますます日帰りに出か

ける人たちが増えているという番組がありましたけれども、全国一律なるべく宿泊しても

らおうとか体験型、体験型は日帰りでもできると思いますが、その後成田空港とかアクア

ラインとかありますので、トランジット型、つまり通過する中で必ずここには２時間寄っ

てくれる、そこでちゃんとお金を使ってくれる、これだけは体験して行くんだというもの

が修学旅行客とかのコ－スに入っている、そういうあまりよそと同じようにするのではな

く、千葉の立地をそういうモデルに対して徹底的に強みを作っていくということについて

何かお考えにないのかなというのが１つ。 

もう１つは、トイレはハードに対する投資ですが、地方に行きますと、地元で一生懸命

考えてそこに補助金つけてあげるからというのは限界がありますよね。そこに専門家が入

ったり、よそでやっている人と交流して知恵を持ち込んだりすると何か面白いことができ

ると思いますが、ソフト支援型というか、そういうことに関する支援は何かなさってらっ

しゃるのでしょうか。 

 

○観光企画課長 

日帰り観光に徹底した地域があってはどうかということについて、やはり宿泊施設を抱

えている時期はやはり宿泊重視とならざるを得ないですが、それ以外は街歩き観光といっ

たキーワードがあって、なるべく時間消費をやってもらおうという提案を色々行っていま

す。具体例ですと、語るのが難しいのですが、流山市がいわゆるゲーム感覚で街を巡る、

謎解きをしながら地域の様々な名所を巡るとそこに謎を解くヒントがあって、最終的に答

えを見つけて商品がもらえるといった街歩き型観光を進化させるという取組を流山市がご

検討されていて、県も助成する方向でいます。そういう単に地元にいいものがあるから来

てねというだけではなくて、街を歩いて時間使う必然性を作るという提案を積極的にやっ

ています。また、ＪＴＢの方から観光推進員の現職派遣を受けていますので、県でも色々

とソフト事業に関する補助金がありますが、企画については、そちらのご専門ですので、

積極的な助言を頂戴することによって、将来的には旅行商品として育っていくような形の 

取組をやってくれということで、そういったサポートをやっています。 

 

○宮入委員 

来てくれるのを待っているのではなくて連れてくるではないですが、例えば千葉の東金

に城西国際大学がありますが、横浜駅からスクールバスが出るんですね。また、横浜市営

交通のお手伝いをしたこともありますが、震災後にボランティアで支援バスを出して常磐

ハワイアンセンターに市民達を連れていくとか、タイアップは必要なんでしょうが、そう

いった定期体験型みたいなものがあった時にここで毎週何曜日、夕方プレミアムフライデ

ーに出ますよとか、そういう習慣化するようなプログラムとか、とにかく待ちではなくて、

千葉だからこそできることもあるのかなと思いますがいかがですか。 
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○観光企画課 

ただいまのご提案ですと、旅行法の関係も出てきますが、千葉県旅行業協会の皆様方と

は定期的な意見交換を行いまして、旅行業者も待ちだけではなくて積極的に仕掛けをして、 

観光物産協会にも千葉県だけがではなく、他の地域と連携を結んで互いに送り合いという

関係を持てばもう少しやれることも広がりますよねということで今話し合いをしています。 

 

○坂野委員長 

 今のお話をお伺いしまして感じたことは、評価しますと既存の評価の指標や評価の項目

がそもそも設定されている計画自体を大幅に変える必要があるというか、計画の出来が悪

いと、計画があまりできていないと評価はあまりしても意味がないと思います。今の計画

の出来が悪いと言っているわけではなくて、実際に今のお話をお伺いしますと、観光企画

課でやられている色々な事業はとてもよく考えられてやられている、だけれどもなかなか

それを体系的に戦略としてどこに目標を置いてやっていくかといった時に、今ここに出さ

れている評価のされ方というのが、もしかすると必ずしも観光企画課でも持っている戦略

と一致していないのかもしれないという気がしたので、それはこういうやり取りをする中

で直に総合計画を作って、総合計画を評価する体系を作った時に、本当に評価したかった

ことは何だったのかということで体系を作り変えるということが、今の話を聞いていると

できる余地はあるという気がしました。おそらく観光企画課だけではなくて、全ての事業

について言えることだと思いますので、そういうところに気をつけていただくと、次の話

になりますが、総合計画づくりにどう生かしたかということと少しリンクしてくると思い

ます。 

 

 

（３）平成２５年度から４年間の総括について 

 

○坂野委員長 

 それでは次に（３）平成２５年度から４年間の総括の説明に移ります。 

 まず、「４年間の総括」及び「新計画への反映」について、事務局から説明願います。 

 

○政策室長 

私の方からは、「４年間の総括」及び「新計画への反映」について、お手元の資料５－１

及び資料５－２を用いてご説明させていただきます。 

まずは、４年間の総括についてご説明いたします。資料５－１「『新 輝け！ちば元気プ

ラン』４年間の総括」をご覧ください。総括評価の内容に先立ちまして、４年間総括の仕

組みについて、簡単にご説明いたします。 

お手元の資料では、総合計画の体系に基づき、１１の政策分野ごとに１ページずつ、全

１１ページで施策ごとに総括を行っております。具体的には、１つの政策分野に２つから

５つの施策項目が掲げられておりまして、各施策項目ごとに、「４年間の主な成果」、４年
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間を通じて明らかとなった「課題」、そして課題を踏まえた「新計画への反映」といった構

成でまとめております。また、右の欄には、主な成果を表した写真や、施策に関連する社

会目標を抜粋して掲載しております。施策は全部で３８ございまして、時間の都合上、本

日その全てを御説明することはできませんので、ここでは、総合計画の基本目標である「く

らし」、「子ども」、「経済」から、それぞれ１つずつご説明いたします。 

それでは、まず１ページ目の「① 地域防災力の向上」についてです。 

「４年間の主な成果」としましては、東日本大震災の教訓を踏まえまして、平成２５年

に「千葉県防災基本条例」を制定しまして、自助・公助・共助の取組を推進することで、

地域防災力の更なる向上を図りました。具体的には、九都県市合同防災訓練の実施や、東

日本大震災を踏まえた帰宅困難者対策訓練や津波避難訓練などを実施してきたところです。 

一方、「課題」としましては、県民の防災意識の高揚と防災行動力の向上を図るためには、

自助・共助・公助が一体となった地域防災力の更なる向上が必要であるとともに、熊本地

震での経験から、事業者が自らの事業を早期に再開していくことが重要となります。 

「新計画への反映」としましては、災害に強い千葉県づくりに向けて、防災基本条例に

基づき、自助・共助・公助が一体となって、県内全域の防災力の更なる向上を図っていき

ます。また、事業者による早期の事業再開に向けては、企業のＢＣＰ（事業継続計画）の

策定支援や防災訓練の実施などを通じて、事業者による防災対策を推進していくこととし

ています。 

社会目標としては右のグラフにありますとおり、「災害対策コーディネーターの登録者数」

は、目標８００人に対し登録者数は９７４人となり、目標を達成することができましたが、

避難所の拠点となる小中学校数以上の養成が必要なことから、新計画においても、引き続

き、社会目標として１，２３０人の養成を目指していくこととしています。 

続きまして、６ページの「③ 地域による子育て支援の充実」について、ご説明します。 

「４年間の主な成果」としましては、民間保育所４５４施設、定員１万６，９２６人分

の施設整備に対し助成した結果、保育所の定員を県全体で約２万３，５００人分増加させ

ました。 

続いて「課題」としましては、保育所の定員増を図ってきているところですが、依然と

して待機児童が発生しています。また、保育所の整備と合わせて、保育士の確保を図るこ

とが課題となります。 

そのため、「新計画への反映」としまして、待機児童の解消に向けて、引き続き、施設整

備を進めていくとともに、潜在保育士の再就職支援や保育士の処遇改善等を図り、更なる

保育士の確保に取り組んでいくこととしています。 

新計画においても、引き続き、右のグラフにあります「保育所の待機児童数」を社会目

標に掲げ、待機児童の解消を目指すこととしております。 

最後に、９ページの「① 県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地促進」につい

て、ご説明します。 

「４年間の主な成果」としましては、京葉臨海コンビナートの競争力強化を図るため、

設備の共同化などに取り組むとともに、３Ｄプリンター等を活用した医工連携による新製
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品・新技術の開発や、産学官連携による研究開発を促進し、県経済の活力向上を図りまし

た。また、知事トップセミナーや積極的な企業訪問などにより、４年間で ２５５件の企

業が県内に立地しました。 

「課題」としましては、京葉臨海コンビナートの競争力強化や成長産業の育成を図るこ

とが 必要であり、最先端の研究拠点やインキュベーション施設などの資源を十分に生か

して、今後は、ＩｏＴ等を活用した新産業を育成していく必要があります。また、産業用

地情報の収集・活用等を進め、地域の実情に応じた企業誘致に取り組む必要があります。 

これを受けまして「新計画への反映」としまして、京葉臨海コンビナートの競争力強化

に、引き続き、取り組むとともに、産学官・企業間の連携促進やものづくり産業の基盤技

術の高度化を図り、県内企業による技術開発への支援を進めることとしています。また、

企業誘致については、企業支援制度の充実などにより、地域に定着し発展していく企業を

県内へ誘致していきます。 

以上、主だった３つの施策についてご説明しましたが、その他の３５施策につきまして

も同様に「主な成果」、「課題」、「新計画への反映」といった視点で、４年間の総括を行っ

ております。 

続きまして、計画に掲げました「社会目標」の達成状況についてご説明します。 

資料５－２「社会目標の達成状況」をご覧ください。指標の数は全部で４９ございます。 

資料では、左から「指標名」、「計画策定時の現状値」、「２８年度の目標値」、「２８年度

の実績値」、「グラフ」、「指標の達成状況」、そして「要因分析」と「新計画における対応」

を記載してございます。 

このうち、「指標の達成状況」については、目標を達成したものを「達成」、目標値に達

しないものの、計画策定時を上回ったものを「未達成（改善）」、計画策定時の値を下回っ

たものを「未達成」と、３段階に区分しております。 

また、その右の欄「要因分析」につきましては、目標を達成した、もしくは達成できな

かった要因を記載し、合わせて、今後新計画において社会目標をどう取り扱っていくのか、

その対応について記載をしております。 

本日は時間の都合上、個々の指標の達成状況についての説明は省かせていただきまして、

代わりに、社会目標「全体」の達成状況についてご説明したいと思います。 

資料の最後、６ページをご覧ください。 

社会目標の達成状況につきましては、４９の指標のうち、平成２８年度の実績値が判明

していない指標が１５あり、現時点で達成状況を判定できる指標は３４ございます。 

未判明の指標を除いた判定可能な３４の指標のうち、目標を達成した指標が１５、目標

に達しないまでも計画策定時点より改善している指標が１２ございまして、両者を合計し

ますと２７指標となり、約８割が「目標を達成」または「改善」している状況です。 

併せて、新計画への反映につきましては、現在４９の社会目標がございますが、そのう

ち３４が「継続」として新計画へに反映されております。また、８指標については、「変更」

という形にさせていただいております。これは、主観指標が一部掲げられていましたが、

主観指標から客観指標へなるべく変えているということがあり、「変更」という形にしてお



26 
 

ります。残りの７指標については、「終了」という形にさせていただいております。 

全体としては以上です。 

 

○政策企画課長 

続きまして、私から現在策定中の新「千葉県総合計画」の概要等につきまして、時間の

関係もありますので、一部を省略してご説明させていただきます。お手元の資料６「新『千

葉県総合計画』修正原案【概要】」及び「修正原案」をご覧ください。 

新しい計画の現在のステータスですが、昨日の７月２０日に庁内の「第４回策定推進本

部会議」で取りまとめた時点のものでございます。今後、本日ご出席いただいている宮入

委員にも委員としてお入りいただいておりますが、７月３１日に有識者の方々の懇談会で

ご意見を伺った上で９月議会に提出していくための、現在終盤にかかった段階での案でご

ざいます。 

第１章は「計画策定の基本的な考え方」、第２章は「基本構想編」となっておりますが、

本日は説明を省略させていただきます。 

続いて、第３章「実施計画編」が一般的な計画のボディとなる部分で１番ボリュームの

ある部分となりますが、こちらの第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」とい

う節を新規で追加しているところでございます。ここは、この実施計画を遂行することに

あたり、全ての部局又は全ての取組において、常に留意すべき横断的な視点という意味合

いで書かせていただいておりまして、簡単に申し上げますと、課題として人口減少や高齢

化という全国共通の課題がある中で、それを千葉らしい強み、すなわち交通・空港や道路

のネットワークの強みと、様々な魅力を発信可能であるという視点で考えておりますが、

全国共通的な課題を千葉ならではの強みを使いながら解決をしていって、それが双方の取

組が循環するようにやっていこうと、そのためには（２）にあるように、県民全員の各地

域における未来に渡った活躍を重視しようということで、計画を回していく際の骨太のメ

カニズムのようなものを導入させていただいたものでございます。 

その下にあります第２節「施策の内容」につきましては、次ページ「体系（案）」にある

ような体系表となっております。この体系表の基本的な構図は先ほどのピラミッドと同じ

でございますので詳細は省略させていただきますが、先ほど４年間の総括でご説明させて

いただいた中で、そこからリンクがあるような点を２点だけ抽出してご説明いたします。 

まず１点目は、「Ⅰ－１－① 自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上」です。 

４年間の総括では、「県民の防災意識の高揚と防災行動力の向上を図るためには、地域の

防災力の更なる向上が必要であるとともに、熊本地震の経験から、事業者が自らの事業を

早期に再開することが、震災後の生活再建に重要との認識が高まっている」というような

捉え方をしていることを踏まえ、新しい計画においても自助・共助といった点を引き続き

推進するとともに、「事業者による防災対策の推進」という項目を新しく設けて記載をして

いるところです。 

２つ目は、「Ⅱ－１－② 地域による子育て支援の充実」です。 

「依然として待機児童が発生しており、待機児童の解消に向けては、施設整備に引き続
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き取り組むとともに、保育士の確保を進める必要がある」ということが前計画からの課題

と認識しておりますが、こういったことを踏まえ、「保育人材の確保と資質の向上」という

主な取組を新たに設定しました。 

具体的には、潜在保育士の再就職を発掘支援していくこと、また昨今報じられています

ように、保育士の給与面での待遇改善のために助成を行うといった新たな取組を記載して

いるものでございます。 

以上２点、例示として申し上げましたが、この他にも全体的に旧計画の課題意識や改

善意識を踏まえて、新しい計画を作るとともに、新しい計画においても、引き続き政策評

価制度、ＰＤＣＡというものをより効果的に機能させながら、必要な改善に取り組んでま

いりたいと思います。 

以上でございます。 

 

○坂野委員長 

 どうもありがとうございます。 

 ただいま、事務局から「４年間の総括」、「新計画への反映」及び「「新総合計画」の策定

状況」についてそれぞれ説明がありました。最後、時間も超過しておりますが、皆さんか

らこの３つの点について、あるいは評価制度全体についてのご意見を一人ずつお伺いして、

まとめていきたいと思います。 

 

○佐藤委員 

 改めて本日も質問させていただいて感じましたのは、目標設定の部分につきまして、ル

ール化とまではいかないですけれども、かなりそれぞれの部局に委ねられていることが大

きいのかなと思います。 

先ほども申し上げましたが、目標を高く設定するか低く設定するかによって随分判定が

違ってくるということがあって、そうすると人間ですから良く見せたいなという心理が働

き、良く見せるための評価になってしまわないかという恐れがあります。そうするとどう

しても高めよりも低めの目標を設定することになりますので、逆にそれはどういうことに

なるかと言うと、高い目標を掲げてチャレンジングしようという個人や集団が生まれにく

くなるかもしれない、そうなってはいけないですよね。むしろ高い目標を掲げる、でも目

標に届かなかったからと言って「目標に届かず」という判定に一律してしまうのではなく

て、もう少しそこは別のスタンダードがあっても良いのかな、そういう意味で目標設定の

在り方について慎重に考える必要があるのではないか、議論や検討されてみてはいかがで

しょうか、そういう風に感じました。以上でございます。 

 

○宮入委員 

先ほどのご説明の中で、主観指標からなるべく客観指標に切り替えていこうとありまし

たが、きっとこの評価委員会が今まで色々申し上げてきたことをご理解いただいたという

ことなのかなとありがたく感じております。 
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資料５－２「社会目標の達成状況」で×がついているところを拝見すると、「～を満足と

感じている人の割合」といった主観指標が多いわけですよね。そういうところでご自分た

ちがやっていることが一部のデータで評価されるというのはきっと心外だと思います。 

先ほど坂野委員長からもありましたように、自分たちがここに１番力を入れればアウト

カムが生まれるだろう、という仮説のもとに行ってきたことを検証するための評価である

と思いますので、誰かから通信簿もらうという意味ではなくて、自分たち自身がやってい

ることの事業とか仕事の意味とか価値とか、それを振り返って、自信を持って推進してい

くことのために、この機会を是非使っていただければよろしいのかなと思います。 

ありがとうございました。 

 

○益田委員 

本日はどうもありがとうございました。 

前回も話をしましたとおり、データは十分に揃ってきているかと思いますので、政策企

画課と各課の間で色々な議論が生まれるということがとてもよろしいのではないかと思い

ます。それがこの評価委員会で質問をしたときに出てくるようになると、さらにこの評価

の概要がわかりやすく伝わってくるのではないかと思います。以上です。 

 

○坂野委員長 

 最初にこの制度が発足した時には、事業ごとの評価をする、事業というか施策の体系が、

必ずしも総合計画を前提としていなかったので、総合計画の進行管理という形をとってお

りませんでした。 

今回は一応（現行の)総合計画が終わって、次の総合計画に移行する段階での節目になる

評価という観点では、今までとは違う側面が入ってきたのだと思います。 

最後に評価していただいた総括評価ですが、基本的には要因があって、課題や問題点が

あって、どのように新しい総合計画につながっていくのかと書かれていますので、中身に

色々改善の余地はあるとは思いますが、そういう意味では論理構成上わかりやすくなって

良かったかなと思います。 

評価を最終的に総合計画にどうつなげるかということですが、私が読ませていただいた

感じで言うと、７割くらい上手くいっているという数字に、社会目標も施策も評価が出て

いることからも、概ねだいたい上手くいっているので、現行でしかもまだまだ足りていな

いところがあるので、現行でやってきたことをそのまま継承していこうというのが大部分

あって、ただしプラスアルファ到達されていない部分についてはさらに傾注しなければな

らない。プラス新しい新規事業に取り組んでいくという、３つくらいのことが書かれてい

て、明らかにここから撤退するというのは寂しいかなという気はしますが、次へ向けた課

題という形で、４年の区切りで総括として書かれたというのはとてもわかりやすいかなと

感じております。 

もう１点は、社会指標という言い方で総合計画の体系に新しくチャレンジという軸が入

ってきましたので、チャレンジの部分と社会目標の部分の関連づけは、かなり重なる部分
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があると思います。そこは次の評価をするときに、２つ別々にやるのは大変そうなので、

チャレンジを評価してしまえば、社会目標の評価としてはいいのかなと思いますので、ご

検討いただければと思います。 

最後の点は、総合計画を作るということと、評価をするということについては、論理的

関係から言うと、総合計画の評価がしっかりできて、しっかりされた評価に基づいて総合

計画を作るということになると思います。 

しかし、実際の作業は評価の方はタイムラグで遅れていきますので、その関係をつける

ことはなかなか難しいと思いますが、私が考えるのは、評価という活動自体は評価制度で

やっていること以外にも日常的にやられていることだと思います。日常的にやられている

評価をベースにして総合計画は作られていますので、評価なしに総合計画を作るというこ

とはまず実態にはないのだと思います。では、総合計画を評価する制度は多少タイムラグ

が生じたとしてもやることの意義というのは、一定の枠組みとか基準に基づいて、日常的

に考えていた評価とか感覚とかを体系的に１度整理してみることによって、自分たちが持

っていた感覚をもう１度検証してみる。あるいはそういうことを通して次の期の日常的な

評価に、今回制度的に評価したことで得た色々な考えとか枠組みとかを反映していくとい

う形でつじつまが上手く合えば、その相互の関係が上手くできれば評価と計画づくりが、

ＰＤＣＡサイクルというのが、個別の事業と制度上のサイクルというものが上手く合うの

ではないかなという気がしますので、そういう意味では先ほどの総合計画の評価の総括を

見ますと、上手くつじつまが合ってきた気がしますので、是非こういう活動を通して今言

った循環がもっとうまく働くようにということを念頭に置きながら、是非これからも評価

と計画づくりと実施という３つの日常の業務の中でやっていただければと思います。 

冒頭にお話ししましたように最初はアウトカムを設定する部分だけを一生懸命やってき

ましたが、それから時系列に見てみると、なんでこんなに変化してて達成できないんだろ

うと気が付いて、それをベースにして、要因と課題とその次の目標を書き分けていただく

という書式が決まって、今回区切りとして総合計画を評価する以上はまとめて一度に評価

してみるということを行ってみて、制度としては、徐々に徐々に、千葉方式と言ってもい

いのではないかと感じていますが、多くの自治体の方たちは、評価制度は十数年前に流行

があって、皆さん一斉に評価制度を導入し始めたと思いますが、まじめに評価していると

ころはそんなにない気がします。千葉県で一生懸命評価していただいているというのは、

日本の自治体の中でもかなり優れた制度を持っていると思っていただいて良いかなと思い

ます。是非、このままさらに深化させていただければと思っています。 

それでは事務局にお返しします。 

 

○遠山総合企画部長 

総合企画部長の遠山です。 

本日は、委員の皆様から率直なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 

私は２年度目となりますが、昨年度も先生方からご意見をいただきまして、本日もご意

見いただいて感じたことを次の計画に生かしていきたいと思います。 
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特に、本日ご意見をいただいた中で１番私が感じたのは、評価を実施することは、目標

設定の見つめ直しに通じるということです。これから新しい計画の行動目標を各部局と作

り込みをしていくわけですが、先ほど佐藤委員の方から高い低いという議論もございまし

たが、もう１つ目標について絶対数・絶対値がいいか、あるいは政策あるいは取組目標に

よっては、改善とか、レベルを狙ったものであれば絶対値ではなく普及率、あるいは改善

率、進捗率、そういった設定の仕方もあるのではないか、と感じたというのが１つです。 

また、委員長の方からお話しもありましたが、全国トレンドや水準をにらんだ設定の仕

方も大事ということで、全国的に右肩上がり、あるいは右肩下がりというトレンドの中で、

千葉も同じで良かったねと、評価としてそれでいいのかといったご指摘だと思います。そ

ういった視点も忘れずに入れていきたいと思っております。 

 さらに、社会目標と行政活動目標の意味づけ・関連づけをっかりとしていきたいなと思

っています。社会目標の達成のためにこの行政活動目標を設定したということを我々県庁

の中だけではなくて、県民の皆様にもわかりやすい意味づけ・関連付けもしっかりしてい

かなければならないと感じました。 

最後に評価についてですが、日常的に評価をやっているだろうということで、確かに毎

年度の予算査定も１つの日常評価の１つかと思います。本日いただきましたご意見の中で

さらに突っ込んだ分析も必要だというご指摘もいただきましたので、そういうことを踏ま

えまして、現在策定中の次期総合計画にも可能な限り反映していきたいと思いますので、

引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございます 

 

○坂野委員長 

それでは以上で議事を終了します。 

ありがとうございました。 

 

４ 閉会 

 

○政策室長 

委員の皆様には、長時間にわたりありがとうございました。 

以上を持ちまして、「平成２９年度 千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会」

を終了させていただきます。 


