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平成２２年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成２２年９月２９日（水） 

午前１０時から 

場所：県庁本庁舎５階大会議室 

 

１．開会 

○司会 

開会に先立ちまして申し上げます。報道関係者より冒頭部の撮影の申し出がありましたので、

御了承願います。 

それでは、定刻になりました。ただ今から「平成２２年度第１回千葉県政策評価委員会」を開

催いたします。 

はじめに、今回再任いただきました委員と新たに就任されました委員の御紹介をさせていただ

きます。 

森田委員でございます。 

坂野委員でございます。 

木村委員でございます。 

松宮委員でございます。 

新たに就任されました佐藤委員でございます。 

 

２.あいさつ 

○司会 

それでは、森田知事より御挨拶申し上げます。 

 

○森田知事 

皆様におかれましては御多忙の中、御出席を賜りまして心から厚く御礼申し上げます。 

平成１６年から始まりました政策評価制度も、６年を経過いたしました。委員の皆様には多大

な御協力をいただき、重ねて感謝申し上げます。 

我が千葉県におきましても、中長期的な視点に立った県政運営を進めるため、本年３月に、「く

らし満足度日本一」を基本理念とする新たな総合計画「輝け！ちば元気プラン」を策定いたしま

した。 

現在、県をあげてこの計画の推進に取り組んでいるところでございますが、その進行管理は、

政策評価制度のマネジメントサイクルに基づき行うこととしているため、従前の評価制度を総合

計画にあわせて大きく見直すことといたしました。 

本日は、この政策評価制度の見直し原案について御意見を伺うほか、平成２１年度施策の事後

評価結果概要についても御報告させていただきますので、忌憚のない御意見等を賜りますよう 

お願い申し上げます。 

どうぞよろしくお願いします。 
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○司会 

次に、委員長の選任についてです。この件につきましては、各委員の皆様にあらかじめ御内諾

いただいたところですが、森田委員に委員長を再任いただくことでよろしいでしょうか。 

（各委員了解） 

それでは、御異議ないようですので、千葉県政策評価委員会組織・運営要領第４条に基づき、

森田委員長が選任されました。森田委員長におかれましては、恐れ入りますが、引き続き当委員

会の運営につきまして、よろしくお願いいたします。 

では、森田委員長から御挨拶をお願いいたします。 

 

○森田委員長 

委員長に再任されました森田でございます。また引き続きよろしくお願いいたします。 

私自身、政策評価に関しましては、千葉県だけでなく、国のほうもお手伝いをさせていただい

ておりますけれども、申し上げるまでもなく、現在、経済情勢が大変厳しく、地方財政も大変厳

しい状態にある訳でございまして、そうした中で、限られた資源をできるだけ有効に使って、県

民のために行政を行っていく、そのためには、しっかりとした評価を行っていくことが大切であ

ると思っております。 

ただいま知事から、６年間にわたってこの制度が運用されてきたというお話がございましたけ

れども、国のほうの制度は、既に政策評価法ができまして１０年近く経っております。私も国に

携わっている中で、やはり評価制度そのものの評価をして、見直すことも必要ではないかと思っ

ておりますし、国のほうの評価制度が必ずしもうまく機能しなかったとは申しませんけれども、

まだまだ不十分であるというところで、事業仕分けなども行われたのではないかと思っておりま

す。 

あのやり方についての評価はともかくといたしまして、しっかりとした有効でかつ簡便な評価

制度を作っていくことは、大変重要だと思っておりますし、国はともかくといたしまして、千葉

県では今もお話がございましたように、新たな計画と、計画を管理するための評価制度を作ろう

ということでございますので、そうした良い制度を全国に先駆けて作っていくということにお手

伝いできればと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

○司会 

この後議事に入りますが、森田知事は所用がございますので、申し訳ありませんが、ここで退

席させていただきます。 

それでは、本日の議題に入らせていただきます。議事に入るにあたり、本日は全委員の出席を

いただいており、「千葉県政策評価委員会組織・運営要領」第５条〔参考資料〕の規定を充たして

おりますことを御報告申し上げます。 

それでは、以降の進行を森田委員長にお願いいたします。 
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○森田委員長 

あらためて、よろしくお願いいたします。 

最初のアジェンダでございます。まず、私が何らかの事情でこの会議に出席できなかった場合

の職務代理について、お諮りしたいと思います。 

これは委員長が指名できるということでございますので、委員長代理は私の一存ではございま

すが、坂野先生にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（各委員了解） 

 

３．議題 

（１）平成２１年度課所掌の基本施策の事後評価結果の概要について 

○森田委員長 

それでは、本題の議事に入りたいと思います。 

まず、平成２１年度課所掌の基本施策の事後評価結果の概要について、この件につきまして事

務局から説明をお願いいたします。 

 

○松下政策企画課長 

〔資料１－１、資料１－２－１、資料１－２－２、資料１－３、資料１－４により説明〕 

政策企画課長の松下でございます。 

それでは、これから平成２１年度課所掌の基本施策事後評価結果の概要につきまして、御説明

いたします。 

お手元のＡ３版横長の資料１－１「平成２１年度 課所掌の基本施策 事後評価結果一覧表」

を御覧いただきたいと思います。 

この資料、ページが多くなっておりますが、構成を申し上げますと、最初の１ページ目と２ペ

ージ目が総括表でございます。２ページ目は各部ごとの状況を記載しております。 

そして、３ページ目からが、それぞれの部・課ごとの事後評価結果一覧表となっておりまして、

欄としましては、左の端から「課名」、「課の使命・役割」、「施策名」、「施策展開の柱」、

指標が「上位」、「中間」とございまして、「２２年度以降の対応」、「柱ごとの評価を踏まえ

た施策全体の達成状況」、最後に「二次評価結果」、こちらが全部の課について、資料１－１全

体にわたってあるという形になっております。 

今回の課所掌の基本施策の事後評価につきましては、県庁内１２５の課、１３７施策について、

実施結果を検証し、記載しております。 

これを総括したものが１ページ目の一覧表になりますので、１ページ目を御覧ください。 

１ページ目の構成を申し上げますと、右半分が前年度、平成２０年度の事後評価結果、そして、

左側が今回、直近の平成２１年度の事後評価結果ということになります。 

今回の平成２１年度の事後評価結果について申し上げますと、まず、１、２、３、４とありま

すが、左下の「４．施策展開の柱ごとの評価を踏まえた施策（課）全体の達成状況」、こちらが

結論ということになります。 

先ほど申し上げました１３７の施策について事後評価を実施しておりますが、この１３７施策
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のうち「施策目的の達成に向けて順調に進んでいる（Ａ）」と書いてあるところですけれども、

こちらが６４施策ございまして４６．７％、そして、その下「概ね順調に進んでいる（一部に課

題がある）（Ｂ）」としたものは７３施策５３．３％となっております。 

こちらにつきまして、右側の前年度（２０年度）の結果と比較をいたしますと、Ａ「順調に進

んでいる」としたものの割合が、前年度は５１．８％と半数を超えておりましたものが、これを

割り込みまして４６．７％ということで５．１％減少しております。 

これに対応いたしまして、Ｂ「概ね順調」の割合が、前の年は５０％を切っていたものが、   

５０％を超えているという結果になっております。 

なお、「Ｃ」と評価したものは、前年度に引き続きまして無い、という状況でございます。 

この結論に至る指標なんですけれども、左上を御覧いただきますと、「１．施策展開の柱の『上

位成果指標』の達成状況」が記載されております。 

施策としては１３７ございますが、この上位指標は５２２ございます。そのうち「目標を達成

したもの」が２８７ということで、半分強となっております。 

その下の「目標を概ね達成したもの」は、１４４ございまして４分の１強となっております。 

残りが「当初予定した目標の水準に達していないもの」、これが３７ございまして、現時点では

データが把握できない等の理由から「判定できないもの」は５４となっております。 

その下の「２．施策展開の柱の『中間成果指標』の達成状況」を御覧いただきますと、「目標

を達成したもの」が５４４ございまして６割強、その下の「目標を概ね達成したもの」は２２４

でございまして、だいたい４分の１、その他が「当初予定した目標の水準に達していないもの」

が７４、「判定できないもの」は３３となっております。 

この上位と中間の状況について、その前の年、資料右半分の部分と比較してみますと、まず上

位の成果指標で申し上げますと、目標を「達成」したものの割合が、２０年度におきましては、

この右上にございますとおり、５６．６％でございましたのが１．６％、若干ではございますが

減っていると。そして、目標を「概ね達成」したものの割合は、２０年度は２３．３％だったも

のが、４％ちょっと増加しております。 

また、「当初予定していた目標の水準に達していないもの」については、２０年度８．３％であ

ったものは、７．１％で若干減少している、というのが上位の比較でございます。 

その下の中間成果指標の比較で申し上げますと、目標を「達成」したもの、これが２０年度は

６８．５％ございましたものが、６％ちょっと減少しております。そして、その下の「概ね達成」

したものの割合が、前年度２０年度は２１．９％だったものが、２５．６％ということで４％弱

増加している状況でございます。 

「水準に達していないもの」は７．４％から８．５％、こちらは１％ちょっと増加している状

況が見てとれます。 

こうした比較で見てみますと、上位・中間の成果指標につきましては、「目標を達成したもの」、

ですから一番良くできたもの、これの割合が前年度から減少しておりまして、これに対して、そ

の下の「目標を概ね達成しているもの」の割合が増加している、というような関係にございます。

また、これに対応する形で、先ほど、冒頭に申し上げました４番、下のほうですけれども、「施策

全体の達成状況」につきましても、前年度と比較しまして、「順調に進んでいる」としたものの割
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合が減少し、５０％を割り込んでいるというような状況にございます。 

これにつきまして、分析めいたことをいたしますと、左の一番下に「総括」という括弧書きが

ございますけれども、こちらに記載をしてございます。 

この分析につきましては、昨年度のこの委員会、つまり２０年度の事後評価におきまして、「数

値が伸び悩んでいる」というご説明をいたしました。その際、「世界的な金融・経済情勢の低迷に

伴って、特に企業に関連する指標について指標が伸び悩んでおります」ということをご説明いた

しましたけれども、今年度も同様の傾向が見られておりまして、企業が関係する指標などが伸び

悩んでいるという状況が、昨年度よりも多く見受けられております。そのため、この総括に記載

をしましたとおり、金融・経済情勢が引き続き低迷していることが背景にあるというふうに考え

ております。 

また、これも昨年の委員会でご指摘がございましたけれども、上位の指標と中間の指標を比べ

ますと、昨年度も同様でございますが、目標を「達成」したものの割合が、中間成果指標は高い。

直近で申しますと６割ちょっとでありますのが、上位にいきますとこれが５割ちょっとというこ

とで減っている。中間指標としては出来が良かったけれども、これが上位指標になるとあまりそ

うでもない、といったような傾向にございます。昨年と同様なんですけれども。 

これにつきましては、中間指標は上位指標と比較しますと、比較的短期的に実現を目指す指標

であるということと、上位指標がアウトカム指標であるのに対して、中間はアウトプットの性格

が強くなっております。そのため、先ほどの総括で申し上げました、経済情勢が好転をしていな

いという現下の状況におきまして、アウトプットの指標のほうが、より施策の成果が反映しやす

い傾向がございますので、中間指標の結果が高くなっていると。しかしながら、外部要因等もあ

り、上位の指標はそれほど伸びていない、という状況にあるのかなというふうに考えております。

というのが全体の概括的な状況でございます。 

 

それでは、資料１－２－１、１－２－２を御覧ください。 

まず、資料１－２－１が上位の成果指標、資料１－２－２が中間成果指標、それぞれの「当初

予定した目標の水準に達していないもの」。ですから数としては少数派ではございますが、達して

いないものについて、個々にその対応状況をまとめた表になっております。 

この一覧表につきましては、従前は作っていなかったのですけれども、昨年に公表しました事

後評価、平成２０年度の事後評価結果から、県のホームページで公表するようにいたしておりま

す。ですから、はじめて公表しましたのが昨年の秋ということになりますけれども、今回の２１

年度の事後評価についても作ってみました。 

これを作った背景といたしまして、現行の政策評価の帳票は非常に大部でございまして、ホー

ムページで公表しましても、非常に量が多いものですから、メリハリがないといいますか、問題

があったものについてはどの辺を見ればいいのか、というのがなかなかわかりづらいという状況

にございました。 

この点につきましては、一昨年に県議会におきましても、議員の方から政策評価の結果をもっ

とわかりやすく公表してはどうか、といったような御指摘もございまして、私どものほうで検討

を行いました。そして、この資料にございますようなこちらを公表してはどうかということで、
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昨年から始めたものでございます。当初予定をしていた目標に達しなかったものについて、上位、

中間について、どういったことによるものかを分析して、次年度以降どういった対応をするのか

といったようなことを、こちらにまとめたものでございます。 

 

そして、資料１－３につきましては、施策展開の柱の方向性を縮小、または大幅に縮小とした

ものについて、その状況をまとめたものでございます。 

 

それでは資料１－２－１を御覧いただきたいと思います。左から、「部名」、「課名」、「施策名」、

「施策展開の柱」について記載がありまして、続きまして、設定した上位成果指標の「現状」、「目

標」と「達成状況」、そして、「２１年度実施結果（成果・問題点等）」、最後に「２２年度以降の

対応状況」を記載しております。 

これを上位と中間について、中間は資料１－２－２ですけれども、同様に記載しております。 

資料１－２－１の様式の右から２番目、「実施結果」の欄を御覧いただきますと、指標が目標達

成に至らなかった要因をこちらに記載しております。これは、各課において帳票の中にこういっ

た記載をしている部分がございまして、それを抜粋したものでございます。十分成果を挙げられ

なかった原因が、いったい内的要因によるものなのか、外的要因によるものなのか、そして内的

要因であるとすればどういった点に問題があったか、といったようなことをこちらに記載してお

ります。 

右端の「２２年度以降の対応」につきましては、要因分析の結果から、施策等の改善に向けて

今後どのような対応をしていくのか、といったようなことをまとめたものでございます。 

 

そして、この結果については、ホームページで公表いたしますが、資料１－４を御覧いただき

ますと、これが県のホームページでどのように公表しているのかというものでございまして、こ

れは実際のホームページのコピーでございます。 

４ページを御覧いただきますと、真ん中あたりに「ア上位指標の達成状況」と書かれており、

その下に表がございます。表の一番左側に「区分」という欄がございますが、「目標を達成したも

の」、「目標をほぼ達成したもの」、その下の「水準に達していないもの」というところに矢印がご

ざいまして、「対応状況はこちら（ＰＤＦ）」と書いてあるところがございます。 

こちらに実はリンクが貼ってありまして、実際のホームページにおきましては、このアンダー

ラインの部分をクリックしてもらいますと、先ほどご説明しました資料１－２－１、こちらに相

当する前年度の一覧表が開くようになっております。 

これを、上位と同様に「イ中間指標」についても、同じように記載をしているというものでご

ざいます。 

この一覧表を作成し、公表しておりますので、県民の皆様も、問題があったものはどの辺なの

か、それに対し県はどうするつもりなのか、といったようなことについて、御覧いただけるのか

な、わかりやすくなったのかな、と思います。また、職員にとりましても、ＰＤＣＡサイクルの

意識付けですとか、施策等の改善に役立っているのかなと考えております。 
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資料１－１に戻っていただきまして、「３.２２年度以降の施策展開の柱の方向性」をご覧くだ

さい。事業量を増やすのか、減らすのか、現状維持か、という部分についてのご説明でございま

す。柱の数といたしましては４２０ございまして、２２年度以降「拡大」していくとしたものが

５２ございまして、「維持」が３６０、「縮小」が５、「大幅に縮小」が３、という結果でござ

いました。 

２０年度の部分が右半分に書いてございますけれども、比較をいたしますと、「拡大」が減っ

ておりまして、「維持」が増えているという状況にございます。 

 

この中で、「縮小」ないし「大幅に縮小」したものという部分のご説明が、資料１－３にござい

ます。数は非常に少ないですけれども、全部で８ございます。「縮小」が５、「大幅縮小」が３で

ございます。 

このうち「大幅に縮小」としたものは、資料１－３を御覧いただきますと、冒頭の総務部市町

村課の「市町村合併の推進」。これは、本年３月末の新合併特例法の改正によりまして、国・都道

府県による積極的な関与といったような合併推進のための措置が廃止されましたので、大幅に縮

小となっております。 

その２つ下に、総合企画部交通計画課「鉄道新線の整備促進等」がございますけれども、こち

らは成田新高速鉄道の工事が完成しましたので、大幅に縮小となっております。 

また、その２つ下、健康福祉部健康づくり支援課の「オーダーメード型健康づくり・医療の実

現に向けた研究、科学的根拠となる情報の収集・発信」につきまして、こちらは事務事業の見直

しを昨年行いました結果、事業を凍結した、という結論になりまして、以上のこの３つにつきま

して、大幅に縮小としたものでございます。 

そのほか、「縮小」は５つございますけれども、施策の進捗によって問題の解決が図られた、と

いったような理由に伴いまして事業が縮小したものでございまして、施策の展開そのものに問題

があるといったものはございませんでした。 

 

また資料１－１を御覧いただきまして、「拡大」が前年より減っていますけれども、５２に対し

まして、「縮小」ないし「大幅に縮小」が５、３、あわせて８ということになります。前年度は「拡

大」がもっと多かったのですけれども、大胆にスクラップアンドビルドをしているとは言えない

のではないかといった御指摘が昨年の委員会でございました。「拡大」が減っているものの、今年

度もそれと似たような状況ではないかと思われます。 

これにつきましては、「方向性」をこちらには記載するのですけれども、その考え方といたしま

して、活動量、費用・予算などを考慮して決定をいたしますので、新規に予算が付いたものにつ

いては、これが「拡大」だという判断がされやすい、そういった判断をして「縮小」、「大幅に縮

小」よりは多い、という状況に対しまして、予算は減っているけれども、活動量としては限られ

た予算の中で創意工夫をして、なんとか活動量に変化がないような形にもっていきたい、といっ

たようなことから、「縮小」ではなく「維持」の方に丸を付けるといったような判断をしているこ

とが多い、という状況でございます。 

事後評価結果の概要につきましては、御説明は以上でございまして、最後に、事後評価結果の
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公表につきましては、例年と同じでございますが、本日の委員会で御意見をいただきますので、

それを踏まえまして、必要な修正をした上で、速やかに、すべての帳票を公表したいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

○森田委員長 

ただいま、事務局から平成２１年度課所掌の基本施策事後評価結果の概要につきまして説明が

ありましたが、これにつきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

○佐藤委員 

質問というより提案なんですけれども、資料の見やすさ、わかりやすさ、あるいは見てもらう

ための資料という観点で見た場合、資料の中には、資料１－１の一番最初のページは、確かに平

成２０年度と平成２１年度を対照されているのですが、それ以降の資料については２１年度の資

料だけなんですね。 

資料１－１の最初の１ページでは、大つかみに目標を達成したもの、Ａ、Ｂ、Ｃ、判定不可能

というものがどれぐらいであったのか、割合としてはわかるのですけれども、例えば、平成２０

年度でＡ判定だったものが、２１年度でもＡの場合もあるし、ＢになったりとかＣになったりと

か、要するに、ランクダウンしたものとか、逆にランクアップしたものというのが、資料１－１

の束の中から見てとれないので、２０年度と２１年度を比較して、判定が横ばいのものはよろし

いかと思うのですけれども、変化したものを比較するということが、ベンチマーキングの一番良

いところかと思いますので、そこを示していただけると、より見てもらい易くなるのではないか、

というふうに感じました。 

 

○森田委員長 

ありがとうございました。まとめて事務局のほうに伺いたいと思います。ほかにいかがでしょ

うか。 

 

○坂野委員 

昨年と比べて、進捗状況が遅れたものがホームページで見られたり、そういう工夫がされてい

るのでとっても良くなったと思っているのですけれども、そのうえで、ひとつはどういう状況で

達成状況が悪くなったかということを、総括表の評価のところで２行くらい書いてあるのですが、

ここをできればゆくゆくはもうちょっと充実させるような形で、総括として県で抱えている施策

が、一体どういう状況に置かれていて、なぜその進捗状況がどんなふうに遅れているかというよ

うな分析を、もうちょっと充実させていく方法があるのかなと。その中で、先ほど佐藤先生が言

われた、経年変化がどう変化しているのかということも考慮しながら触れられると、そこのとこ

ろがわかりやすくなるのではという気がしました。是非、また少しバージョンアップをしていた

だきたいと思います。 

２つ目は、昨年もお伺いして、まだこだわっているのですけれども、拡大と維持のところで、

先ほどの拡大が増えて縮小が少ないということで。事情はわからなくもないような気がするので
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すけれども、私の理解の仕方がちょっと違っていたのですけれども、８６のうちの新規予算が付

いたものだと拡大だと判断しやすくなる、というお話だったのですが、私は必ずしも新規予算が

付いているわけではなくて、事業として大切であって、予算として必ずしも増えていないけれど

も、自助努力をしていくということで、努力をするという意味で改善が増えて拡大という意識が

ここに反映しているというのが主なのかなと思っていたのです。 

というのは、財政状況がかなり厳しくて、全体で縮小するというか、かなり厳しい状況にある

中で、増えるのが８６あって、減るのが８しかないというのは、直感的にすごく素人的に考える

とバランスが悪いという気がするので、はっきりさせて表示することが良いのかわからないです

けれども、８６の中身というのは、新規予算として付いたものがいくつあって、それ以外のもの

がいくつあって、なんかそういう表示もありうるのかなという気がします。 

本当は、事業仕分けなんかの話もありますので、私はやはり行政がかなり努力しているな、と

いうことが見えるような工夫というのが必要なのかな、という気がするんです。それが、この辺

の指標とリンクさせながら、実は厳しい予算の中で努力しているというのが、見えるようになっ

ているといいのかなという気がします。それを具体的にいうと個別の事業でどんなところを工夫

しているのかが見えるような形になると、ますますわかりやすくなるのではないかという気がし

ました。 

 

○松宮委員 

資料１－４で、県のほうから事後評価結果の概要ということで発表されている資料について少

し気になりました。下線部分から対応状況等の詳細はリンクで飛んでいくという形の評価結果報

告になっているのですが、わざわざリンクをたどって細かく見てくれる人がどれぐらいいるかと

いうことです。できれば各部局ごとぐらいでもよいかと思いますが、これだけは大きな成果をあ

げたと県民に誇るべきものを、それぞれひとつずつでもピックアップし、リンクをたどらなくて

も明確に伝わるような工夫をしたほうがよいのではないでしょうか。 

そして、さらに来年はどのようなポイントに重点を置いてやっていきたいと考えているのかを、

県民が理解できるような簡単かつわかりやすい表現で書き加えていくことも重要かと思います。

この事後評価結果の報告を見る県民は多分、すべてうまくいっていて当然だと思っていますので、

なかでもこの 1 年でとりわけ大きな成果を上げたという部分については、その辺のところをうま

くＰＲをされたほうが、せっかく出されるのであれば、県民の人によりアピールができるのでは

ないかと感じました。 

さらに対応状況などを詳しく見たい人たちは、リンクをたどって細かなところまで見にいける

形にしておくことは良いと思いますので、できるだけ多くの県民に見てもらいたい概要のところ

では、アピールすべきポイントをもっとうまく見せていく、ということが、重要ではないかと感

じました。 

 

○木村委員 

今までのご意見を総合していくと、ほとんど重なり合うことなんですが、松宮委員がおっしゃ

った、ホームページの表示については、議会でも指摘があったようですが、もう少し見てもらえ
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るようなホームページにする工夫をしていただくのは、重要なことだと思います。 

これは、後に出てくる今後の帳票とか、資料２－１あたりで出てくる図表、これがおそらく総

合計画の説明と重なるところはあるんでしょうけれども、今後は総合計画と政策評価が連動的に

なされるわけですので、総合計画と重なる資料も含めて、もう少し図を使ったり、あるいはベス

トプラクティスを表にしたり、もう少しＰＲをする努力をする必要があるのではないか、という

のがひとつです。 

もうひとつは、見やすさ、あるいは、わかりやすさの材料として、坂野委員がおっしゃった、

総括を充実させる配慮も必要なんだろうと思います。先ほどのお話のように、拡大、縮小につい

て、もう少し分析するという方向もひとつあるでしょうし、そうではなくても、例えば、拡大の

要素として、全体的にどういうものがあるのか、別に拡大を狙い撃ちするわけではないんですが、

昨年は拡大したけれども、今年度は拡大から落ちたものはどういうものがあるのか、そういう例

を挙げるのもひとつの方法かと思います。 

 

○森田委員長 

今のところで事務局からお願いします。 

 

○松下政策企画課長 

まず、ランクが変わったもの、ＡからＢだとか、その逆とか、そういったものについて、わか

るように、という御指摘がございました。おそらく、ランクが変わっているものは少数派だとは

思いますので、これを探し出して、どういった要因か、あるいは、前年と違うのはどの辺か、と

いった分析は可能かと思いますので、どういう形になるか、帳票の中になるのか、それとも、外

に出してトピックス的に説明するかは別としまして、ちょっとそこの部分は工夫をしてみたいと

思います。 

それから、資料１－１左下に総括を入れましたのは、実は今年が初めての試みでございまして、

遠慮ぎみに２～３行程度書いているのですが、これは今年はトライアル的にやったのですが、も

うちょっと精緻なものにしたうえで、分量も充実させる、ということも検討したいと思います。

特に今回は、総合計画にあわせた評価ということに変わっていきますので、より充実をさせた公

表資料に変えていきたい、というふうに思います。 

それから、事業の量を増やしていく方向性の部分で御指摘がありましたので、拡大に比較して

縮小が少ないという点につきましては、例えば、維持に実は位置付けたけれども、本当は縮小で

はないかというものは、ほじくり出せば出てこないことはないと思います。ただ、課所掌の基本

施策、これまでの継続性という意味から、今回の公表部分について、それをほじり出して縮小に

移行するというのは、若干これも問題があろうかと思いますので、次年度以降のものについては、

本当にそもそも維持で良いのか、というところから各課と議論をしていって、そうしたうえで、

やはり維持でいきたいんだ、限られた予算の中で維持をしたいんだ、ということであれば、予算

がつけば拡大というのもおかしいといいますか、それだけではないだろうという御指摘もおっし

ゃるとおりですので、拡大はどうして拡大という判断なのか、という分析を精緻にして、必要に

応じて分析の内容も公表するとか、少なくとも拡大と縮小の判断基準がアンバランスにならない
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ようにしたいと思います。 

それから、公表資料で、わかりやすさという意味で、水準に達していないものにリンクを貼る

ということはやったのですけれども、おっしゃるとおり、ポジティブなほうについては工夫がさ

れていないといいますか、やはり、議会から問題視をされるところは出そうよということで、ま

ずはネガティブなほうからやってみたのですけれども、県民に対して、施策でがんばっている部

分のアピールという点についても、おっしゃるとおりだと思いますので、なるべく、リンクを貼

る前のトップページに近い階層のところでそれがわかるように、トピックス的に見られるような

形で載せる、という工夫もしてみたいと思います。 

ホームページ全体が、資料１－４の１枚目から地味な形で出ておりますので、開こうという気

になかなかならないのかなと思いますので、この辺も見てもらえるような工夫もあわせてしたい

と思いますし、また、総合計画にあわせた政策評価ということになりますので、総合計画のペー

ジもございますので、そちらとのリンクですとか、あるいは同じように見やすくするといったよ

うな、図を使うといったことも含めて、御指摘の点を踏まえまして、わかりやすいホームページ

という努力もしてみたいと思っております。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

いろいろなご意見出ましたけれども、一応今度から計画にリンクさせる形で、少し仕組みが変

わるわけですので、そちらのほうで反映していただきたいと思います。 

今の御説明を聞いていて、ちょっと気が付いたことで、私もひとこと言わせていただきますと、

やはり、総括的な評価というものを、もう少しわかりやすく、厚みをつけてされたほうが良いの

ではないか、と思っております。特に、例えば部ごとにそれぞれの持っている大きな施策が、ど

ういうふうに評価されているか、その施策間の関係というものが、もう少しわかるようになった

ほうがいいのではないかと思います。 

もうひとつは、上位成果と中間成果にも関わりますけれども、例えていいますと今、雇用問題

が非常に深刻になっているわけですね。これに対して、国もそうですけれども、地方も相当頑張

っていらっしゃるというわけですけれども、失業率は下がらない。これは何故かといいますと、

失業率が決まってくる要因の最大のものは経済情勢ですから、その意味で言いますと、県がいろ

いろな施策を講じ、予算を付け、努力をされても、経済情勢が悪いとなかなか成果がでない。ア

ウトカム指標としては良くならないでしょう。反対に景気が良くなりますと、県は何もしなくて

も、当然のことながら雇用は増えますので、その辺のところを、ある程度きちっとどこかに書い

ておきませんと、多分県民のかたが、良くやっている割には失業率が下がらないじゃないか、と

いう批判が、疑問が出てくる。そういう因果関係といいましょうか、問題状況を、もう少しわか

りやすくメッセージとして出していく。 

例えば、もうひとつ言いますと、健康福祉部の場合には、高齢化の問題もあって、医療のニー

ズが増えてくる時に、なかなか対応できない、という状況があると思いますけれども、それにつ

いても、そもそも対応できないのは、県のやり方が悪いわけではなくて、需要の増え方が非常に

大きいわけで、現在の資源の範囲内では、なかなかそれに対応できないとかですね。しかし可能
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な限りで精一杯努力している。その辺りのことを、きちっと情報として発信をしていく、という

ことが重要ではないかと思います。 

３行総括が加えられたということで、以前に比べますと、随分改善されてきたと思いますけれ

ども、もう少し分野別なりなんなりに、１０行でも５行でもいいんですけれども、そういうコメ

ントを、特にホームページに入れられた場合には、県はこういうことをやっているんだな、こう

いう状況の中で努力をされているんだな、ということがわかってくると思います。 

その中で、こちらを重視するためにここを大幅に削減した、ということが、メッセージとして

加えられますと、まさにＰｌａｎ、Ｄｏ、ＣｈｅｃｋのあとのＡが効いてきている、というのが

理解していただけるのではないか、と思います。 

では、この件よろしいでしょうか。 

 

（２）政策評価制度原案について 

○森田委員長 

それでは、次に新しい政策評価制度について、事務局の方から御説明お願いいたします。 

 

○松下政策企画課長 

〔輝け！ちば元気プラン概要版、資料２－１、資料２－２、資料２－３により説明〕 

引き続きまして、御説明いたします。 

新たな評価制度でございます、総合計画にあわせた政策評価制度による進行管理につきまして、

まず最初に総合計画につきまして、簡単にご説明させていただきます。 

お手元の総合計画「輝け！ちば元気プラン」概要版を御覧いただきたいと思います。 

冒頭の知事のあいさつでもございましたとおり、本年３月、千葉県で新しい総合計画「輝け！

ちば元気プラン」という表題の総合計画を策定いたしました。 

このプランは、県政運営の基本となるものでございまして、総合計画でございますので、千葉

県の政策の基本的な方向を、総合的・体系的にまとめた、県政全般に関する最上位の基本的かつ

総合的な計画、というのが総合計画の位置付けです。 

概要版の１ページを御覧いただきまして、真ん中あたりに「３計画の構成と期間」という欄が

ございます。この総合計画は、「基本構想編」と「実施計画編」で構成をしております。「基本構

想編」、こちらのほうでは、１０年後の千葉県の目指す姿、そして進むべき方向性を、基本目標を

設けて明らかにしております。 

 

この「基本構想編」の内容といたしましては、４ページに「基本理念」というページが出てま

いります。「基本理念」といたしましては、「くらし満足度日本一」を掲げております。 

 

そして右側の５ページを御覧いただきますと、目指す姿ということで、１０年後に千葉県が進

むべき方向といたしまして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとございますが、Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」、Ⅱ「千

葉の未来を担う子どもの育成」、Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」、この３つの目標を設定し

まして、それぞれ施策、取組がぶら下がっているという構成になっております。 
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そして、７ページを御覧いただきますと、「実施計画編」、第３章にあたりますが、実施計画は、

基本目標の実現に向けまして、今年度、平成２２年度から３年間で重点的に取り組むべき政策・

施策を整理したものが、第３章の実施計画でございます。 

施策体系にございますとおり、基本目標であります「くらし」、「子ども」、「経済」という基本

目標ごとに、政策分野、施策項目が体系的に連なっている、というつくりになっております。こ

れが第３章でございます。 

 

次に、２８ページを御覧いただきますと、こちらが第４章になっておりまして、「計画の推進に

当たって」と書いてございます。この４章は、３章「実施計画編」の「重点的な施策・取組」を、

着実かつ効果的に実施するための横ぐし的な取組、例えば「チームスピリットの発揮」ですとか、

「市町村の自主性・自立性の向上と連携強化」、「自治体間の広域的な連携」、「男女共同参画」、と

いったような取組を設定しております。 

 

そして、右側の２９ページの下を御覧いただきますと、このプランについては、政策評価制度

による進行管理を行っていきますということを記載しております。本編のほうには、もっと詳し

く記載をしておりますけれども。 

これが、総合計画の体系でございます。 

 

それでは、資料２－１で、政策評価をどのようにやっていくのかということを御説明したいと

思います。 

資料２－１、左側がピラミッドのようになっておりますけれども、カラーのピラミッド。これ

が、総合計画の今御説明をいたしました体系図でございまして、一番上がピンクの「基本目標」、

こちらが、その右の列にございますとおり、「くらし」、「子ども」、「経済」という、先ほど申し上

げました３つの基本目標でございます。 

そして、その下に「政策」、黄色い部分でございます。これ、ぶら下がっておりまして、例えば、

「安全で豊かなくらしの実現」というⅠの基本目標で申し上げますと、黄色の１から４にござい

ますとおり、安全安心ですとか、医療・福祉・健康ですとか、豊かな心ですとか、４番のこれは

自然環境関係でございますが、環境づくりということでございまして、その「政策」にさらにぶ

ら下がっておりますのが、水色の部分の「施策」でございます。 

例えば、「政策」の医療・福祉・健康で申しますと、ここにぶら下がっておりますのが、医療サ

ービスですとか健康づくり、高齢者、障害者の福祉、地域社会づくりという「施策」でございま

す。 

さらに、この健康づくりの「主な取組」が紫の部分でございまして、県民主体の健康づくりで

すとか、生活習慣病対策、こういったような取組になっている、という構成になってございます。 

そして、政策評価、今回の総合計画にあわせた見直しでございますけれども、従前の制度につ

きましては、冒頭知事のあいさつにもございましたとおり、平成１６年にスタートしました政策

評価体系、これは「アクションプラン評価」と、先ほど申し上げました「課所掌の基本施策評価」
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の、２本立ての評価で開始をしております。 

今般、総合計画の策定にあわせまして、従前の２本立ての評価から、総合計画を進行管理する

ための政策評価ということで、見直し作業を行ったものでございまして、これまでに委員の皆様

から、いろいろなご助言をいただきました。また、庁内の担当している職員から、より作りやす

く、使いやすい、そして、わかりやすい評価制度にするということで意見をもらいまして、それ

をもとに、今回の案を作ったものでございます。 

そして、政策評価制度の新たな制度の特徴でございますけれども、資料２－１の右上に、「見直

しのポイント」ということで、２点書いてございます。 

まず、「簡潔でわかりやすい政策評価帳票」になるような、見直しをしたということでございま

す。従前の評価制度におきましては、帳票が、非常に分量が多くなっておりまして、１０００ペ

ージを超えるような分量がございました。これは、県民の側からとっても、見る側にとっても、

なかなかわかりづらい、というような状況でございました。 

ですので、これをもうちょっと簡潔にする、ということとともに、視覚的にわかりやすくする、

帳票自体をわかりやすくする、といったような工夫をいたしました。 

具体的には後ほど御説明いたしますけれども、帳票の中に、経年の変化がわかるようなグラフ

を入れる、といったような工夫をしたり、また、指標の状況を、目標に対して実績はどうかとい

ったような、乖離の状況の分析ですとか、それから特筆すべき点といったようなことを、帳票の

中に重点的に記載するということで、それ以外の部分を、省略も含めて、なるべく分量的にあま

り分厚くならないようにする、といったような工夫をいたしました。 

そして、②が、「施策の成果の確認と、改善への取組を重視」と記載しております。新たな評価

制度におきましては、総合計画の体系に基づきまして、体系は、「政策」の目標を達成するための

手段が「施策」、そして、「施策」の目標を達成するための手段が「主な取組」、といったような構

造になっております。それぞれが上位の目的にどう貢献したか、「主な取組」は「施策」に貢献、

「施策」は「政策」に貢献、という構造につきまして、一番上の社会目標ということで、総合計

画の中に社会目標を記載してございますけれども、そういった指標の動向も把握をしながら、県

が行政活動の目標として管理すべき、これは単年度で目標を設定しておりますが、下位の指標に

ついては、アウトプット指標を設定しております。この達成度を測って、成果を判定する。また、

「施策」が、上位に位置しております「政策」にどう寄与したか、という点につきましても、分

析を行うということにしております。 

そして、さらに、目標と実績の間に乖離が生じるものにつきましては、要因を分析いたしまし

て、必要性・有効性・効率性といったような観点から、ＰＤＣＡのＣからＡにつながる、委員長

からご指摘のありましたその点について、どう次の取組に反映されたかを確認できるような、そ

ういった記載も、帳票に記載をするということにしております。 

 

この新たな制度につきまして、資料２－２、これが要綱の原案でございます。 

第１条から始まりますけれども、第１条は「目的」でございまして、第４条「政策評価の結果

の活用」、ここまでが今回、改正したものでございます。従前は２本立ての評価でございましたの

で、これを、総合計画を進行管理するための政策評価、という位置付けをするために、必要な修
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正を行ったものでございます。 

例えば、第１条「目的」で申しますと、こちらに、「輝け！ちば元気プラン」を実現することを

目的とする、ということで、記載を変更しております。 

また、第２条は用語の定義でございますけれども、「施策」ですとか、「主な取組」、「目標」と

いったような、各用語の定義をし直しております。 

第３条が、評価の実施方法を記載したものでございます。これについては、後ほど御説明いた

します。 

第４条は、評価結果を政策実現に向けた進行管理に活用していく、という記載をしております。 

第５条以下は、従前のものと変わりません。 

 

そして、帳票の具体的な中身でございますが、資料２－２の３ページをお開きいただきますと、

政策評価事務取扱要領原案が出てまいります。こちらのほうで、どういった帳票にするのかとい

うことを記載しておりますけれども、こちらには様式を記載しております。 

 

条文を省略しまして、５ページ、様式１－１「事業整理票（行政活動目標等の設定）」という様

式でございます。これについては、施策等の次年度の目標をとりまとめまして、公表をするとい

うことにしております。この中の、主な取組の担当課におきましては、総合計画に掲げました社

会目標、そして、その下位に位置をします行政活動目標、アウトプットの目標で、こちらのほう

は毎年度設定いたしますけれども、これを設定し、こちらの整理票に記載をしていきます。 

そして、行政活動目標の欄（紫の欄）が２つに大きく分かれておりまして、上が「補助指標、

中間アウトカム指標」、一番下が「行政活動目標」と書いてあります。この補助指標につきまして

は、必要に応じて設定をするという位置付けにしておりまして、社会目標と行政活動目標の結び

付きがわかりにくいものにつきましては、これを補足するため、必要に応じて補助指標（中間ア

ウトカム指標）を設定する、ということにしております。この紫の部分の指標につきましては、

毎年度設定をします。行政活動の目標でございますので、予算を考慮して、毎年度の目標を設定

してまいります。 

今年度の目標につきましては、年度のはじめにホームページに公表しておりまして、毎年度設

定をする予定としております。 

 

そして、６ページ、様式１－２「事業整理票（事業費一覧）」、こちらに事業費一覧を書くこと

にしております。主な取組を構成します各事業の事業費をとりまとめたものでございまして、た

だいま御説明しました目標の数値とあわせて、ちなみに事業費はいくらです、ということを公表

するものでございます。今年度の数値につきましては、行政活動目標と同時期に、ホームページ

で既に公表しております。 

 

次に、７ページを御覧いただきますと、「総合計画進行管理票」という様式がございますが、こ

れは、具体的な記載のイメージの資料を別途作っておりますので、資料２－３を御覧いただきた

いと思います。 
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まず、資料２－３の１枚目、これが「総合計画進行管理票（施策レベル）」でございます。これ

は、「輝け！ちば元気プラン」の第３章、３年間の重点事業を記載する「実施計画編」に記載をい

たしました施策に関する事後評価結果について、イメージをまとめたものでございます。 

はじめに、「施策名」を記載しておりまして、それから「コードナンバー」ということで、プラ

ンの中のどの部分にあたるものなのか、ということを書きまして、それから「施策主務課」を書

いております。 

そして、その下に「施策の目標」、これはプランに掲げておりますけれども、端的にこの施策は

どういうことをするものなのかということ、プランに書かれた目標をここに記載をします。 

その下に、この施策単位の「当初予算額」、「決算額」を記載する欄を設けております。 

そして、その下の「施策の概要」につきましては、プランの中に「取組の基本方向」が記載さ

れておりますので、これに対応する形で、実績としてこちらの概要のほうに記載をする、という

ことでございます。 

そして、その下の「施策の進捗状況」欄でございますけれども、こちらのほうには、プランに

設定をしました３年後の社会目標、こちらの評価時点での動向を含めた５年間について、グラフ

が書いてありますけれども、実績を直近といたしまして、過去に遡ったものを含めて、トレンド

をわかりやすく把握できるように、グラフ化したものでございます。 

その下に「施策の総括」がございますけれども、こちらのほうには、「施策」の下に「主な取組」

がぶら下がっておりますが、各「主な取組」を総括するのが、この「施策」でございまして、「主

な取組」の評価結果を総括として、「施策」の総括にまとめますけれども、「主な取組」それぞれ

に目標の数値がございます。この達成状況を踏まえて、施策の進展度を総括する、という考え方

でございます。 

そうした上で、政策の指標の分析ですとか、「主な取組」の総括、そして「施策」の上の「政策」

に対する貢献度、各施策がどう貢献したのか、といったような観点から、こちらのほうに評価結

果の総括を判断した理由を記載する、ということを考えております。 

そして、それを踏まえて、その下の欄にあります「今後の取組方針」を記載いたします。 

一番下の「評価結果の反映」欄でございますが、こちらは、政策評価の結果を基に、どのよう

な対応を図っているのか、という点について、「組織・人員」、「コスト（予算）」、「事務改善」と

いう３つにつきまして記載をする。まさに、ＣからＡの部分についてが、こちらの記載というこ

とになります。具体的には、２２年度の評価結果で記載をした２３年度の取組方針が、どのよう

に行われたか、ということについて、記載をするということになります。今回の評価制度の見直

しで新たに加えた項目でございます。 

そして、１枚めくっていただきますと、紫の様式が出てまいりますが、様式２－２、こちらが

「主な取組」でございます。「主な取組」は、先ほど冒頭に申し上げました三角のピラミッドでご

説明いたしますと、「施策」の下にぶら下がるものが「主な取組」でございますけれども、「主な

取組」レベルの事後評価結果について、まとめたイメージでございます。 

構成につきましては、「施策」の進行管理票と、ほぼ同様でございますが、違いは、といいます

と、「主な取組」については、指標がアウトプット指標でございまして、社会目標、計画に記載さ

れた目標と異なり、毎年度設定するという予定にしております。 
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そして、「主な取組の総括」につきましては、「主な取組」の進捗状況、そして設定した指標の

達成度をもとに評価をいたします。ですので、先ほどの「施策の総括」の評価よりは単純といい

ますか、細分化された評価でございますので、指標の達成度、進捗状況をもとに判断をいたしま

す。 

その他の記載につきましては、施策の進行管理票と同様でございます。 

さらに１枚めくっていただいて、３枚目（緑の様式）、「計画の推進に当たって」という部分の

進行管理票でございます。 

これは、プランの中の第４章、横ぐし的な取組、男女共同参画ですとか、ＩＴですとか、チー

ムスピリットですとか、そういった取組について、評価結果を記載するものでございます。 

第４章の評価につきましては、それぞれこのプランに掲げた項目が、どのように計画の推進に

寄与しているのか、といったようなことを、例といたしましては、「チームスピリットの発揮」が

出ておりますけれども、項目ごとに把握をしてまいります。これについて１枚さらにめくってい

ただきますと、「主な取組」レベルになります。さらに細分化された取組になりますけれども、「主

な取組」、こちらについて成果、課題を評価する、ということにしております。 

以上が、新たな政策評価制度の概要についての御説明となります。 

 

○森田委員長 

御丁寧な説明ありがとうございました。それでは、ただいま説明のございました政策評価制度

につきまして、御質問、御意見等お願いいたします。 

 

○佐藤委員 

先ほど、旧のシステムで議論のありました「方向性」、例えば「拡大」、「維持」、「縮小」、「大幅

に縮小」というのがあったわけですけれども、今回の新しい総合計画とリンクした評価システム

におきましては、こうした資源配分とリンクさせるような大きな方向性というものは、どこかに、

あるいは、評価結果が公表される段階で、まとめて出てくるものなのか、それとも、マイナーチ

ェンジといいますか、「今後の取組方針」の中で具体的に書く、という形で変更されているのかど

うか、この点、確認をさせていただきたいと思います。 

 

○松下政策企画課長 

方向性を記載するのは、先ほど申し上げました記載例を御覧いただきますと、一番下の欄  

（「２２年度の評価結果の反映（２４年度以降記載）」）に、これは予算だけではなくて、事務改善

も含めて、どういった結果の反映をしていきます、ということを記載するものでして、従前のよ

うな形での「拡大」、「縮小」、「維持」といった、スパッと割り切るような、統計がとれるような

形には、今回はしていない、ということでございます。 

 

○坂野委員 

この問題は、総合計画とリンクさせるときに、多分、前回も少し議論したことだと思いますけ

れども、一番本質的な問題は、総合計画の評価をするという仕組みにしたということで、「廃止」
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というのは、原則的に評価ではありえなくなったのですね。つまり、「廃止」するということは、

総合計画を見直すときにやる話、ということになるので、私がそのとき申し上げたのは、スクラ

ップできなくなってしまったことが、一番この仕組みの問題なので、やはり後退なのではないか、

という発言をさせていただいたと思うのですが。 

ネガティブに言えばそうなのですが、ポジティブに言うと、考えなければいけないのは、この

評価をした後に、計画の方のプロセスとして、計画期間の中でスクラップまで踏み込めるか、と

いうことを、どこの責任でだれがやるのか、ということを明確にしておかないと、一旦固定した

ものが、なかなか期間中に切れなくなってしまう、という仕組みであることは、間違いないので

あり、それが方向性が出てこない一番の議論であります。 

 

○松下政策企画課長 

御指摘の総合計画、実施計画に記載をしているので、３か年の途中でいきなり政策評価の結果、

廃止をしますというのは、おっしゃるとおり、そこまでドラスティックな判断というのは、現実

的にはなかなかないのかな、という気はするのですが、ただ、それが、計画が硬直的で、見直し

ができないかというと、理論的にはそんなことはなくて、当然、非常に大きな社会情勢の変化な

どがありましたときには、計画を改正するということも、テクニカルにはできるわけでございま

すので、排除をしているわけではない、ということでございます。 

また、３か年の計画の中で社会目標を設定しておりますので、そこに向かってがんばるという

ことですので、その乖離の状況によって、初年度よりも次の年にがんばらなくてはいけないな、

ということがわかったり、あるいは、大分目標を上回ったので、資源を同じ部の中のこちらの方

に振り向けよう、といったような改善はできるかと思います。 

 

○森田委員長 

今の点、ちょっと申し上げておきますけれども、これまでの評価といいますのは、総合計画自

体が、１０年ぐらい前にできたものが最後だったと思います。それ以後は、その中から、部分的

に重要な施策については、アクションプランという形でピックアップして、それを実施してきた

ということですので、この政策評価委員会のミッションとしましては、評価すると同時に、どう

すべきか、ということのサジェスチョンを入れてきたわけですけれども、今回に限って申し上げ

ますと、かなり具体的な施策の体系が、総合計画ということで決められましたので、その計画そ

のものを修正すべきであるとか、そうしたことについての提言・発言は、この政策評価委員会の

ミッションから外れた、というふうに、私は理解しております。 

その代わり、政策そのものについて、どういう結果があったのかについては、きっちり評価を

する。それに基づいて、どのような行動をとられるか、いわゆるローリングをして政策をどうさ

れるかどうかというのは、この政策評価委員会の所管から外れて、総合企画部なりで検討される、

ということになるというふうに、理解しているということです。 

 

○佐藤委員 

先ほどの発言に関連してですけれども、もちろん、できたばかりの総合計画ですから、施策が
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廃止されるということは、基本的には、今の段階では考えにくいというわけでありまして、旧の

システムの「方向性」を見ても、「廃止」というのはなかったわけですね。「拡大」、「維持」、「縮

小」、「大幅に縮小」ということで、０か１かの議論ではないのですが、今回、「施策」と「主な取

組」という２つの階層で評価される、というわけですから、「主な取組」のほうは「廃止」はある

かもしれないけれども、「施策」のほうでは、例えば、あるものは「拡大」もあれば、「維持」も

あれば、「縮小」、「大幅に縮小」というのは、これはやはり、ありえるのではないかと思ったので、

今回これが、そういう表示がないのは何故かな、と少し疑問に感じましたので、発言申し上げま

した。 

 

○松下政策企画課長 

おっしゃるとおり、「施策」レベルになりますと、結構広いものですから、重点的に実施してい

きますと、計画で宣言した「施策」を「縮小」というのは、なかなかないのかと思いますが、「主

な取組」までブレイクダウンすると、おっしゃるとおり、「縮小」というのは、理論的になくはな

いかな、と思いますので、「主な取組」レベルでの今後の方向性ということで、従前の制度のよう

に、「拡大」、「維持」、「縮小」ということが、馴染むのかどうかというのを、ちょっと検討してみ

たいと思います。 

 

○森田委員長 

計画期間が３年ですよね。ですから、その間については、最終的に成果がどうなるかというこ

とは、また最後の段階での評価になろうかと思いますけれども、始めた段階でしっかりと検討さ

れたうえで、事前評価を経て作られた計画だと思いますので、それをある段階で即廃止しますと

か、そういう判断をするというのは、計画の趣旨にも必ずしも馴染まないのかもしれません。 

ただ、佐藤委員がおっしゃったことは、これまでの政策評価のあり方から言いますと、当然の

御質問かと思いますので、そこは評価のあり方も含めて、まだ固まっていないところもあろうか

と思いますので、事務局のほうでご検討いただければと思います。 

この件、ほかにいかがでございましょうか。 

 

○坂野委員 

進行管理票の一番下のところで、「今後の取組方針」と「評価結果の反映」があって、反映した

結果を書いて、評価を明確にすること自体、とても重要だと思うのですけれども、調査票のタイ

ミングが２年ぐらいずれるわけですよね、ここに書かれるのが。そうすると、少なくとも、どう

いうふうに利用されるのかなと。利用しやすくするには、結果についての総括みたいなこととい

うのも、別にしないといけないのかな、という気がしたのですけれども。 

これは進行管理票の問題ではなくて、先ほどのホームページで、どう公表するかという問題の

ほうかもしれませんが、ちょっとそこのところが気になりました。せっかく評価するのに、それ

が公表されるとかしないとか、ということは、はっきりしないともったいない、という気がしま

した。 
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○松下政策企画課長 

御指摘のとおり、「評価結果の反映」欄につきましては、例えば、２２年度の事後評価を行った

場合、この作業がほぼ終わるのが、２３年度の夏から秋ぐらい、ということになりますので、   

この事後評価を行った結果、どう予算なりコストに反映させたか、というのを出し切れるのは、

２４年度ということになります。かなりタイムラグがあって、速やかな対応が図れるか、という

疑念といいますか、懸念が確かにあります。 

ですので、書き切れるのは２４年度以後になるかと思いますが、２２年度の事後評価を行って

いる時点では、既に次年度（２３年度）になっているわけですので、一部については先取り的に、

例えば、組織を増やしましたとか、予算について次年度予算で反映をさせました、といったこと

は、ありうると思われます。当然、前年のものも、予算の要求・査定の段階では、半分ぐらいは

年度が終わっているわけですので、先取り的にやっているものについては、なるべく書くように

するということで、なんとかブランクが生じることを最小限にするような工夫をしますとともに、

全体の総括についても、今回はお示しをしませんでしたけれども、冒頭にご説明しました事後評

価結果の概要のように、あるいは、さらに充実させる、というような工夫をしたうえで、この施

策全体の評価結果についても、ホームページ等で公表して、わかりやすくということも含めて、

考えたいと思います。 

 

○森田委員長 

他にいかがでしょうか。特に御意見がないようでしたら、この件は、このくらいにさせていた

だきます。 

続きまして、最後のアジェンダになりますけれども、今後のスケジュールにつきまして、事務

局からお願いします。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

○佐々木政策室長 

〔資料３により説明〕 

政策室長の佐々木と申します。 

資料３を御覧ください。今後のスケジュールということですが、これは平成２２年度全体のス

ケジュールを書いてございます。 

真ん中の線の左側に、「政策評価制度原案作成」ということで、今日お示しした原案作成につき

まして、４月から委員の先生方と打ち合わせ、また、庁内各課との打ち合わせを経まして、原案

を作成してまいりました。 

本日、政策評価委員会ということで、本日いただきました意見等を踏まえまして、案を最終的

に修正し、正式な手続きを経た後、決定したいと思います。 

決定につきましては、１１月くらいに予定されております定例部課長会議で、庁内に報告させ

ていただく形になります。 

その後、この制度の庁内への周知を図りますとともに、下の次の欄「平成２３年度行政活動目

標」を、平成２３年度の計画事業費を含めまして、来年度の当初予算の編成にあわせて、同じこ
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ろに公表したいと思います。 

これがだいたい年度内で終わりまして、その次に、最終的には来年度に、平成２２年度の評価

を実施する、という、そういったスケジュールになっています。 

以上です。 

 

○森田委員長 

この点につきましてもよろしいでしょうか。事務的なスケジュールの話ですので。 

それでは、一応、アジェンダにある議題は終わりましたけれども、そのほか、事務局のほうか

ら、何かございますでしょうか。 

 

（４）その他 

○佐々木政策室長 

〔資料４により説明〕 

資料４にございます、平成２２年度の指標の一覧ということで、既に平成２２年度につきまし

て指標を設定してございます。これは４月２１日に公表しましたけれども、その内容について、

報告させていただきます。 

これも既に先ほど、松下課長から今年度の事業体系の中でご説明した内容を、一覧表にまとめ

たものでございます。 

資料４の左側を御覧いただきますと、「基本目標」、「政策分野」、「施策」ということで、その次

にあります「政策の指標」、これが４４の指標として公表するものでございます。 

その右にあります水色の部分、これが３１０あります「施策の指標」という形になります。 

次に３ページを御覧いただきますと、こちらに青色の部分がございます。これが、先ほどの  

御説明の中にありました、必要に応じて設定する「補助指標」になっております。これは全体で

３９ございまして、毎年度設定する形になっております。 

これにつきましては、本年度４月２１日公表になりましたけれども、来年度につきましては、

来年度の当初予算にあわせて、今年度中に公表する予定でございます。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

これについても、ご報告ということでございますけれども、何か、この機会ですので、コメン

トとかご意見ございますでしょうか。 

 

○佐藤委員 

質問なんですけれども、これ、今回総合計画の進行管理・評価の新たな仕組みで、たくさん指

標を設けられておりますけれども、他方、県の中で政策の分野別の計画を多分お持ちだと思うの

ですが、そこを何らかの形で進行管理や評価をされているところがあるのかな、と推察いたしま

す。内部でマネジメントをしたり、審議会を立ち上げて、評価をしているところもあるかもしれ

ません。 
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その時に、この総合計画の進行管理・評価で設定した指標との整合、あるいは関係性とか、あ

るいは、分野別計画の進行管理と、総合計画の進行管理の連携とか整合、というのは、どういう

形でなされるのかな、というのが質問でございます。 

 

○松下政策企画課長 

おっしゃるとおり、分野別の計画も作っておりまして、その中でいろいろと指標を設定して評

価をする、ということも実際やっております。 

その場合の設定なんですけれども、この総合計画が策定をされましたので、この総合計画は、

各分野ごとの計画の、さらに上位に位置をしております最上位の計画ですので、各分野別の計画

は、目標も含めて、この総合計画の目標と整合を合わせた形で設定をする、ということになって

おります。 

そして、各分野ごとの政策評価におきましても、全体を統括しております政策企画課とも連携

をして、必要に応じて助言などもしながら、政策評価を行っているという状況です。 

 

○森田委員長 

よろしいですか。ほかによろしいですか。 

それでは、本日は予定された議題を終わりましたので、これで終了にさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

○司会 

委員の皆様には、長時間にわたりまして御審議ありがとうございました。 

以上を持ちまして、政策評価委員会を終了させていただきます。 


