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平成２３年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

 

日時：平成２３年７月２１日（木） 

午後２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、会議の公開について申し上げます。当委員会は、「千葉県政策評価委員会

の公開に関する取扱要領」第２条及び第３条の規定により原則公開であり、一般傍聴を認めてい

ることをご報告いたします。なお、報道関係者より撮影の申し出がありましたので、御了承願い

ます。 

 

ただ今から「平成２３年度第１回千葉県政策評価委員会」を開催します。 

 

２．あいさつ 

○司会 

はじめに、森田知事よりごあいさつ申し上げます。 

 

○森田知事 

第１回目の政策評価委員会でございます。諸先生方におかれましては、大変御多忙の中、御出

席を賜りまして、森田委員長を始め、心から厚くお礼申し上げます。 

千葉県では、中長期的な視点に立った県政運営を進めるため、平成２２年３月に「くらし満足

度日本一」を基本理念とする総合計画「輝け！ちば元気プラン」を策定いたしたところでござい

ます。 

 今年度は、総合計画を初めて政策評価する年でございます。 

ともすると評価結果を良く見せたくなるものでございますが、それよりも「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」といった分析に力

を入れ、次の施策展開につなげることが重要であると、私はそのように感じております。今日は

諸先生方から忌憚のない御意見を賜りたいと、そのように思っておりますので、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。 

 

○司会 

続きまして、森田委員長からごあいさつをお願いします。 
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○森田委員長 

この政策評価は、知事からお話がございましたように総合計画についての初めての評価になる

と思います。今日は国もそうですし、地方もそうですけれども、財政状況が大変厳しい上に、さ

らに大きな災害もございました。県政の運営にあたりましては効率化といいましょうか、無駄を

なくして必要なものに集中させる、そうした工夫をする必要があると思います。そのために政策

評価というのは大変重要であろうと認識しております。 

ただ、この評価も数年にわたって続けてまいりましたけれども、この評価が実質的にうまく業

務の改善に結びついているのかどうか。結びついているとは思いますけれども、さらにこれを見

直していって、評価そのものの評価が必要ではないかと思っています。担当部局ではその点につ

いてずいぶん努力をされていると感じておりますけれども、そういうことも含めまして、本日は

評価のあり方、実質的に行われた評価の結果について、議論していきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○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。 

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条の規定

を充たしておりますことをご報告申し上げます。 

それでは、以降の進行を森田委員長にお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）平成２２年度総合計画の進行管理（政策評価）の概要について 

 ア．平成２２年度の総括 

 イ．政策分野別の概要 

 

○森田委員長 

それでは、議事に入ります。議題（１）のア．平成２２年度の政策評価の総括及びイ．政策分

野別の概要について、事務局から説明願います。 

 

○田谷政策企画課長 

政策企画課長の田谷と申します。よろしくお願いいたします。 

まず２２年度政策評価の総括についてご説明いたします。 

資料１「平成２２年度『輝け！ちば元気プラン』政策評価の概要」をご覧ください。 

まず「１．総合計画の事業費」についてですが、表をご覧いただきますと、左から大項目であ

る３つの「基本目標」、中項目である１０の「政策分野」が並び、政策分野ごとに当初予算額、

予算現額、決算額、執行率が記載されてございます。予算現額につきましては、最終補正を行っ

た後の最終的な予算ということになっております。 

表の下段に合計欄がございますが、当初予算５，２３１億９，４７６万７千円、予算現額５，

３５３億２，６７０万１千円、決算見込額は４，３１７億７，４７８万７千円となっております。 
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この予算額と決算見込額について若干留意すべき点について補足させていただきます。 

まず、これらの額は総合計画に位置付けられました事業費の合計額であり、県の全ての事業を

対象としているわけではございません。 

また、複数の政策分野にまたがる事業については再掲事業として複数の箇所で計上されている

ものがございますので、計画事業費の純計とは異なっております。 

さらに、これらの額については、２１年度からの繰越分、２１年度予算から２２年度に繰越さ

れた予算については入っておりません。これは、総合計画の実施計画編は２２年度から２４年度

までの３年間で取り組むものですので、前の年である２１年度の事業費を対象外にしたものです。 

表に戻りますと、一番右の執行率の上段８０．７％は表に記載されております決算見込額を予

算現額で単純に割り算したものとなっております。また、執行状況をより正確に表すために、予

算現額から２３年度へ繰越した分を除き、純粋に２２年度に執行された予算と決算見込額で比べ

ますと、下段のカッコ内の９５．０％となり、予算は順調に執行されているものと考えておりま

す。 

 

次に「２．施策の達成状況」をご説明いたします。資料の１の右側をご覧ください。表は、左

から「基本目標」、「政策分野」、「施策」と並んでおりまして、３５の「施策」には「施策の

総括」として達成状況の区分を示してございます。 

その隣は、施策の下に位置付けられている「主な取組」欄ですが、施策ごとに「主な取組」の

目標の達成状況ごとの数を記載しております。 

ここで総括の判断基準の説明をさせていただきます。参考資料２をご覧ください。 

まず主な取組ですが、左上の枠の中の星印にありますとおり、「主な取組の進捗状況と指標の

動向を総合的に勘案して次の区分により評価」としております。 

区分については、目標を達成した「行政活動目標」の数によって区分しており、７割以上が「目

標を達成」、５割から７割が「目標を概ね達成」、５割未満が「目標に届いていない」としてお

ります。 

ただし、総合的な勘案の結果、一部例外的に区分を変更しているものがございます。ただいま

申し上げました基準に特例的に考え方を付加したものでして、下の段の枠内にある①～③の場合

です。①につきましては、東日本大震災の影響で当初の予定が変更になった場合、②につきまし

ては、設定した指標だけで必ずしも十分に成果が計測できない場合、③につきましては、設定し

た指標に反映されない主たる事務・事業がある場合、でございまして、それぞれ記載内容がクリ

アされているということが客観的にわかった場合には、区分を変更しております。 

右上の枠は、施策の総括の判断基準になりますが、枠内の星印にございますとおり、「主な取

組の総括を踏まえ、次の区分により評価」しております。『目標を達成』した『主な取組』の数

が全体の７割以上の場合は、総括として「進展が図られている」。それから『目標を達成』また

は『目標を概ね達成』した『主な取組』の数が７割以上の場合は「概ね進展が図られている」。

それ以外は「一部の進展にとどまっている」としております。 

以上で総括の判断基準の説明を終わります。改めて資料１をご覧ください。 

 

３５の「施策」のうち「進展が図られている」としたものは９施策で、２５．７％。施策の総
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括のところに「進展」と書かれておりますが、一番下の合計欄を見てみますと９施策で２５．７％。

それから「進展が概ね図られている」としたものは１９施策で、５４．３％。「一部の進展にと

どまっている」としたものは７施策で、２０％となっています。 

また、各施策の下に位置付けられています１８２の「主な取組」でございますけれども、一番

右の３行のところですが、「目標を達成」としたものは９２で、５０．５％。「目標を概ね達成」

としたものは５３で、２９．１％。「目標に届いていない」としたものは３７で、２０．３％と

なっています。 

平成２２年度の総括の説明は以上となります。 

 

次に政策分野別の概要についてご説明いたします。資料２をご覧ください。 

資料２は、政策分野ごとに１枚作成しておりまして、全部で１０枚ございます。構成は、上段

に、総合計画で政策分野ごとに設定されている指標をグラフの形で掲載し、右に政策分野の総括

を記述しております。 

下段には、各政策分野の下に位置付けられる施策を並べておりまして、枠内は施策の目標、総

括、概要として取組例、課題、そして今後の取組が記載されています。 

また、概要（例）等にあります（１）（２）は、その下の課題、今後の取組における（１）（２）

と対応関係にあります。 

 

それでは、１枚目の基本目標「安全で豊かなくらしの実現」政策分野１「安全で安心して暮ら

せる社会づくり」についてご説明します。一番右の「総括」をご覧ください。 

掲載している６つの社会目標は概ね順調に推移していますが、「火災による死者数」は１８年

度以降年々増加傾向にありまして、２４年度の目標の実現に向けて一層の取組が必要です。その

ため、施策「災害に強い県づくりの推進」におきまして、防災連携体制の確立や地域防災力の向

上等取組の強化を図り、引き続き安全に暮らせる社会づくりに向けた取組を推進します。 

ここで、指標「火災による死者数」の関連施策でございます、下の段の②「災害に強い県づく

りの推進」をご覧いただきますと、「施策の概要」の（１）にありますとおり、防災関係機関と

連携した防災訓練の実施や、住宅用火災警報器の普及啓発を推進したとございます。 

「課題」といたしましては、近年増加傾向にある「火災による死者数」は高齢者の占める割合

が高いことから、高齢化の進展が死者数を増加させている一因としております。 

「今後の取組」といたしましては、火災に占める死者数の減少には住宅用火災警報器の設置が

有効と考えられますが、高齢者は個人での設置が作業的に困難なため設置促進のための対策が必

要と考えているところです。 

 

次に、２枚目の政策分野２「県民の生活を支える医療・福祉・健康づくり」を説明します。上

段右の「総括」をご覧ください。 

４つの社会目標につきましては、指標「救急隊患者平均搬送時間」を除き順調に推移していま

すが、必要な取組を講じているものの進展が遅れている施策もあり、２４年度目標の実現に向け

て、一層の取組が必要です。 

そのため、医療体制の整備、ライフステージに応じた生活習慣病予防対策や介護サービス基盤
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の整備等の取組強化を図るとともに、引き続き県民の生活を支える医療・福祉・健康づくりに向

けた取組を推進します。 

ここで、指標「救急隊患者平均搬送時間」の関連施策である、下の段の①「安心で質の高い医

療サービスの提供」をご覧いただきますと、「施策の概要」としましては、（２）にあるとおり、

医療機関と消防機関の連携を一層強化し、救急患者の搬送時間の短縮を図るため、東葛飾地域と

香取海匝地域に救急コーディネーターを配置したところです。 

「課題」といたしましては、救急隊患者の平均搬送時間の短縮のために、山武長生夷隅地域に

新たに救急コーディネーターを配置し、全県的なコーディネート体制を目指す必要があると考え

ております。 

「今後の取組」としては、山武長生夷隅地域における新たな救急コーディネーターの配置に向

け、医療機関等の関係者による検討会議を設置するとしております。 

 

次に、３枚目の政策分野２「豊かな心と体を育てる社会づくり」を説明します。上段右の「総

括」をご覧ください。 

４つの社会目標につきましては、１指標「成人の週１回以上のスポーツ実施率」を除き概ね順

調に推移していますが、２４年度目標の実現に向けて、一層の取組が必要です。 

国際化の伸展による新たな価値の創造と、長く受け継がれてきた千葉県の文化に誇りと愛着を

持てる社会づくり、生涯を通じてスポーツに親しむことができる社会づくりに向けた施策を展開

し、豊かな心と身体を育てる社会づくりに努めます。 

ここで指標「成人の週１回以上のスポーツ実施率」の関連施策であります、下の段の③「スポ

ーツの振興」をご覧いただきますと、「施策の概要」といたしましては、（２）にあるとおり、

地域に応じたスポーツ振興を推進するため、県民・市町村担当課等に総合型地域スポーツクラブ

の有効性を啓発するために総合型クラブ啓発研修会の開催や市町村訪問等を実施いたしました。 

「課題」といたしましては、総合型地域スポーツクラブの設立には、各市町村で運営の中心と

なる人材や施設の確保、既存のスポーツ団体との調整など様々な課題を抱えており、また、県民

に対する、総合型地域スポーツクラブの有効性等を周知するための情報提供方法も課題となって

いると考えております。 

「今後の取組」といたしましては、全市町村への総合型地域スポーツクラブ設置に向けて、様々

な媒体を通して県民への啓発活動や市町村への継続的な訪問を行うとともに、設立の機運がみら

れる市町村への重点的な支援を行ってまいります。地域住民の自主運営によるスポーツクラブな

ので設立までには時間を要しますが、１つ１つの課題をクリアできるように県としても支援して

いきます。 

 

次に、４枚目の政策分野４「みんなで守り育てる環境づくり」を説明します。上段右の「総括」

をご覧ください。 

６つの社会目標のうち指標「一人１日当たりの一般廃棄物（ごみ）の排出量」は既に目標値に

達しており、また残る５つも概ね順調に進んでおりますが、２４年度も目標の実現に向けて一層

の取組が必要です。 

そのため、県民・事業者・市町村などあらゆる主体と連携し、二酸化炭素排出量の削減、電力
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消費の削減、自然環境の保全など、みんなで守り育てる環境づくりに努めてまいります。 

ここで、下の段の施策①「地球温暖化対策の推進」をご覧いただくと、「施策の概要」としま

しては、（１）にあるとおり、市町村が実施するLED照明等の省エネ改修への事業費補助、中小企

業事業者が実施するLED照明や複層ガラス設置への補助を行いました。とのことです。 

「課題」としては、省エネルギー化の推進やエネルギー分散確保の観点から、中小企業事業者

を対象とした補助制度につきましては、対象設備をLED照明や複層ガラス以外にも広げる必要があ

ると考えております。 

「今後の取組」といたしましては、中小企業者への補助対象設備に、遮熱フィルム、LED照明以

外の高効率照明、太陽光発電システム等を追加するとともに、新築の建築物も対象としてまいり

ます。 

 

次に、５枚目の基本目標２「千葉の未来を担う子供の育成」政策分野１「みんなで支える子育

て社会づくり」を説明いたします。「総括」をご覧ください。 

２つの社会目標については、概ね順調に推移しております。保育所定員数は順調に増加してい

るものの、経済情勢の悪化を受けた家計収入の減少等の影響による就労を希望する子育て中の女

性の増加等の社会要因によりまして、待機児童数については解消には至っておらず、引き続き保

育所整備等の促進が必要です。今後も、保育サービスの充実を図るとともに、子育てを地域社会

全体で支援する環境を充実させる取組みを推進してまいります。 

ここで、下の段の施策①「子育てを支える環境の充実」をご覧いただきますと、「施策の概要」

といたしましては、（１）にありますとおり、平成２２年度においては、子どもを安心して生み

育てる社会環境づくりを促進するために、国の交付金により造成した基金を活用し、保育所の整

備に努めました結果、定員を約2,000人増加させることができました。また、国の基準を上回る数

の保育士を配置した保育所に対し助成を行いまして、入所児童の処遇や保育士の待遇の改善を図

ったところでございます。 

「課題」といたしましては、経済情勢の悪化を受けた家計収入の減少等の影響による就労を希

望する子育て中の女性の増加等の社会要因によりまして、依然として待機児童は生じており、特

に都市部で保育所は不足しております。 

「今後の取組」といたしましては、待機児童の解消に向けまして、保育所等子育て支援施設の

整備を促進します。としております。 

 

次に、６枚目の政策分野２「笑顔輝く、未来支える人づくり」を説明します。上段右の「総括」

をご覧ください。 

５つの社会目標につきましては、概ね伸長傾向にありますが、必要な取組を講じているものの

進捗が緩やかな指標もございまして、２４年度目標の実現に向けて、一層の取組が必要です。そ

のため、「人間力」の醸成や学校を核とした家庭・地域教育力の向上等の取組強化を図るととも

に、引き続き笑顔輝く、未来支える人づくりの実現に向けた取組を推進してまいります。 

ここで、下の段の施策③「豊かな学びを支える教育環境の整備」をご覧いただきますと、「施

策の概要」といたしましては、（１）にあるとおり、教育関係職員の資質向上のため、専門的・

実践的な研修を行うとともに、教職員研修の総点検を行い、新たな教職員研修体系に関する報告
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書を作成、配付し、周知・徹底を図りました。 

「課題」といたしましては、授業研究を伴う校内研修を年間７回以上実施した中学校の割合が

横ばい状態にありますが、授業研究を実施しても校内の同じ教科の教員数が少ないため専門的な

意見や指導を受けることが難しいことや、指導主事の指導を受ける機会にも限界があるために、

授業研究を実施することが難しい体制にあることによるものと考えられます。 

「今後の取組」といたしましては、教員の指導力アップのために研究授業の実施回数が増える

ように働きかけをしてまいります。また、ちば「授業錬磨の公開日」を実施いたしまして、他の

学校の授業を見たり、授業を公開したりする機会を設けます。 

 

次に、７枚目の基本目標３「経済の活性化と交流基盤の整備」政策分野１「千葉の輝く魅力づ

くり」を説明します。上段右の「総括」をご覧ください。 

総括にありますとおり、５つの社会目標のうち、観光入込客数及び宿泊客数については２２年

の実績値が判明してございません。しかし東日本大震災の影響により、２３年の数値は他の指標

も含め、落ち込む可能性があります。 

そのため、成田国際空港の機能拡充や東京湾アクアラインを活用した戦略的な観光振興の強化

など、本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信することで、引き続き、千葉の輝く魅力づくり

に向けた取組を推進してまいります。 

ここで、下の段の施策①「光り輝く千葉の魅力発信」をご覧いただくと、「施策の概要」とし

ましては、（２）にあるとおり「食の宝庫ちば」の知名度向上のため、県民や首都圏居住者に向

けた知事によるトップセールスなどにより販路開拓、販売促進を図ったところです。 

「課題」といたしましては、県政に関する世論調査による「千葉県産農産物を購入したい」と

回答した県民の割合は、過去３か年の数字に届きませんでした。さらに「食の宝庫ちば」の知名

度向上を図る必要があります。 

「今後の取組」といたしましては、東日本大震災からの復興を目指した「がんばろう！千葉」

キャンペーンを中心に、引き続き知事のトップセールスを実施するとともに、千葉県のマスコッ

トキャラクター「チーバくん」を活用し、千葉県の魅力を県内外に発信していきます。 

 

次に、８枚目の政策分野２「挑戦し続ける産業づくり」を説明します。一番右の「総括」をご

覧ください。 

４つの社会目標のうち、「県内への企業立地件数」指標以外は２２年度の実績値がまだ判明し

ていませんが、リーマンショックの影響等も残り、「県内製造品出荷額等」などの数値はいまだ

厳しい状況にあると思われます。 

今後は東日本大震災により、県内経済の一層の悪化が懸念されることから、中小企業の経営基

盤の強化や雇用機会の創出の強化などにより県内の経済情勢の改善に取り組むとともに、新事業

の創出と企業立地の促進を図ることで、引き続き、挑戦し続ける産業づくりに向けた取組を進め

てまいります。 

ここで、下の段の施策①「新事業・新産業の創出と企業立地の促進」をご覧いただくと、「施

策の概要」としましては、（２）にあるとおり、914件の企業訪問活動や知事によるトップセール

ス等を通じて、国内外の企業・研究所への誘致活動を展開しました。また、新たな工業団地の整
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備を進めるため、工業団地適地の評価基準を作成した上で候補地の検討を進めました。 

「課題」といたしましては、企業立地に向けた誘致活動については、最近、投資が好調で、か

つ、東日本大震災を機に、東日本方面にリスク分散を検討している関西方面の企業の動向にも注

視し、対応する必要があります。 

「今後の取組」といたしましては、大阪に企業誘致専門員を配置し、関西地区からの企業誘致

を強化します。また、県等の保有地を対象に、共同で事業実施する地元市町村の意向を踏まえ、

企業のニーズや事業採算性等を考慮しながら、新たな工業団地の整備候補地を選定していきます。 

 

次に、９枚目の政策分野３「豊かな生活を支える食と緑づくり」を説明します。上段右の「総

括」をご覧ください。 

２つの社会目標は、平成２２年統計の結果が公表されていない状況ですが、目標の実現に向け

て一層取組を進めていきます。 

特に、施策「農林水産業の生産力強化と担い手づくりの推進」及び「緑豊かで活力ある農山漁

村づくりの推進」において、自給飼料作物の生産力強化、担い手確保育成等を図るとともに、引

き続き豊かな生活を支える食と緑づくりに向けた取組を推進します。 

ここで、下の段の施策①「農林水産業の生産力強化と担い手づくりの推進」をご覧いただくと、

「施策の概要」としましては、（１）にあるとおり、農産物の生産力を強化拡大し、実需者（量

販店・レストラン等）や消費者のニーズに対応した力強い産地づくりを促進するため、パイプハ

ウス等による園芸作物栽培の施設化や農作業機械の導入による省力化などによる既存産地の再構

築を進めるとともに、業務・加工用の野菜や新品種の作物など、新品目を導入した産地に対する

機械導入の支援等を行いました。 

「課題」といたしましては、ハウス等による施設栽培は、露地栽培に比べて気象条件や病害虫

などの影響を受けにくく、農作物の生産が安定し所得向上が図れますが、多大な経費がかかるた

め、県が支援していく必要があります。 

「今後の取組」としては、引き続き、園芸作物栽培のハウス等による施設化の支援や、普及指

導員による生産技術指導や経営改善指導等により、農業の生産力強化を推進していきます。 

 

次に、１０枚目の政策分野４「活力ある交流拠点・基盤づくり」を説明します。一番右の「総

括」をご覧ください。 

４つの社会目標はいずれも順調に推移しているものと考えており、供用開始に至っていないた

め横ばいが続いている「県都１時間構想達成率」についても、２４年度の供用開始に向けて高規

格幹線道路等の整備が順調に進んでいることから、目標達成については問題ないものと考えてお

ります。 

また、各施策単位を見ても、概ね順調に推移していると考えておりますが、施策「②交流基盤

の強化」や「④人にやさしく美しいまちづくりの推進」については目標に届いていない主な取組

もあり、今後とも地元市町村や関係機関等との連携を密に取組の強化を図るなど、活力ある交流

拠点都市・基盤づくりに向けた取組を引き続き推進してまいります。 

ここで、下の段の施策③「県土の基盤の充実」をご覧いただくと、「施策の概要」としまして

は、（２）にあるとおり、高速道路ネットワークの効率的活用を図るため、一体的で利用しやす
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い料金体系の実現に向けた東京湾アクアラインの料金引下げの社会実験を実施しました。 

「課題」としては、東京湾アクアラインは、社会実験前（平成20年度）に比べ交通量が１．５

倍に増加し、経済波及効果は首都圏全体で年間３５８億円と試算されるなど大きな効果があるこ

とから、恒久的な料金引下げが求められます。 

「今後の取組」としては、東京湾アクアラインの恒久的料金引下げについて、国に働きかけて

まいります。 

 

最後に、１１枚目になりますが、総合計画の第4章にあたる「計画の推進に当たって」を説明し

ます。上段右の「総括」をご覧ください。 

総合計画第４章に掲げた３つの社会目標のうち、「県・市町村と市民活動団体との協働事業の

件数」及び「ブロードバンドの世帯普及率」は順調に推移していますが、「県の審議会等におけ

る女性委員の比率」は横ばい傾向にあり、２４年度目標の実現に向けて、一層の取組が必要です。 

また、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、地方分権の推進

については、それぞれの課題を踏まえた取組を推進していきます。 

ここで、下の段の①「チームスピリットの発揮」をご覧いただくと、「実施状況」としまして

は、（１）にあるとおり、県が抱える福祉やまちづくりなどの課題の解決に向けて、市民活動団

体向けの協働に関する講座を開催するなど、相互理解の促進に努めた結果、県・市町村と市民活

動団体との協働事業件数が３２４件に増加しました。 

「課題」としては、県内の市民活動団体の自立力・事業力が強化されつつある中、地域の課題

の解決力を更に高めるためには、地域における連携・協働を促進する支援等が引き続き必要です。 

「今後の取組」としては、市町村と市民活動団体との連携を促進するための講座や意見交換会

等を行います。 

 

政策分野別の概要については以上でございます。 

最後に、公表につきましては、本日の委員会でいただいた意見を踏まえ、必要な修正をした上

で、速やかに、すべての個別帳票を公表したいと考えております。 

説明は以上でございます。 

 

○森田委員長 

御丁寧な説明をありがとうございました。それでは御質問等ございましたらお願いします。い

かがでしょうか。では坂野先生、お願いします。 

 

○坂野委員 

御説明ありがとうございます。資料はとてもよくできている印象です。時系列の数字が出まし

たので、非常にわかりやすくなった印象があります。 

そのことを前提に少し質問をさせていただきたいのですが、まず最初に、資料１で事業費の「決

算額と予算現額の割合」があって、もう一つは右側の方で、目標をどのぐらい達成しているかの

表が出ていますが、相互の関係性について、例えば、Ⅲ２「挑戦し続ける産業づくり」のところ

を見ますと、「目標に届いていない」ですとか「一部の進展」がこの領域では非常に多いのですが、
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事業費については繰越分を除いても９８．７パーセントと非常に高い執行率になっています。逆

に、Ⅱ１「みんなで支える子育て社会づくり」の方については、これは比較的目標を達成してい

るわけですけれども、予算執行率を見ると７８．２パーセントであまり高くないという逆転現象

を起こしているところがあるので、この辺についてどうしてなのかということを少しお聞かせ願

いたいというのが一つ目です。 

もう一つ、総括表（資料２）は量がすごく多いので、いろいろ細かい話というよりは気がつい

た点だけを言いますと、図表のスケールの問題で、満足度ですとかパーセント表示しているとこ

ろがございますね。スケールが図表によって違ったりするので、１パーセントの変化がとても大

きく見えるところと小さく見えるところがあるので、パーセントについては一緒にした方がいい

のかなというのが気になりましたというのが第１番目です。 

第２番目は総括の資料で気がついたところで、２枚目のⅠ２「県民の生活を支える医療・福祉・

健康づくり」の「総括」の文章ですが、「１指標を除き」という書き方をされたのですが、御説明

のときに「この『１指標』というのは、救急隊患者平均搬送時間の話」と補足して説明されてい

たので、ほかにも２、３箇所あったと思いますが、できるだけ文章で読んでわかるような形に書

かれた方がわかりやすいかなという気がいたしました。 

あともう一つは、細かい話ですが、４枚目Ⅰ４「みんなで守り育てる環境づくり」で、１番左

の上の図表に「家庭１世帯当たりのエネルギー使用量」とありますが、たまたま気がついたので

すが、電気とかガスとか原単位が違うので、違うものをまとめてやったときに、どういう単位を

使われていたのか気になりました。多分、他にもよく見るとあるかも知れませんので、できるだ

け図表はその図表を見ただけで中身の数値の意味がわかるように簡潔にされた方がいいのではな

いかというふうに思います。細かい話ばかりですが、気がつきましたので。 

 

○森田委員長 

はい、では、お答えいただきましょうか。 

 

○千葉政策室長 

ただいま御指摘いただきました点でございますけれども、まず、事業費の予算・決算額と、施

策の総括の達成度が一致しないというところでございますが、施策の目標については社会目標と

いうことで、行政でマネージメントできる範囲を超えて社会全体で達成する目標として掲げられ

ているというところがあろうかと思います。先ほど御指摘をいただきました「挑戦し続ける産業

づくり」ですが、経済状況といったことも大きく作用しているのかなと思っております。必ずし

も、県の予算額だけでコントロールできない部分が多くあるのかなと思っています。また、県が

予算を執行しても、それが有効でなかったというものも中にはあるかと思いますので、その辺は

個別にそれぞれの施策ごとに今後の取組等で検討されたものと考えております。 

それからもう一点、総括等で、これは視覚、ビジュアルのところで、このようにした方がわか

りやすいのではないかと御指摘いただいたいくつかの点で、グラフのスケールの問題とか、エネ

ルギーの単位について、もう少しわかりやすくという点につきましては、今後また工夫してまい

りたいと思っております。以上です。 
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○森田委員長 

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。それでは佐藤先生、よろしくお願いします。 

 

○佐藤委員 

御説明ありがとうございました。 

私からは全体的なことで質問させていただきたいと思いますが、資料２に「今後の取組」が出

ておりますが、これは財源をどの程度踏まえたものなのかという点です。つまり、端的にいえば、

財政部門との調整が行われたものであるのかどうか。今後の取組というふうにこれが出ていきま

すと、県民の皆さんはおそらく「こうやるんだな」というふうに御理解されると思いますので、

この点はどうなのかなと思いました。 

それともう一つ質問させていただきますと、財源的に潤沢でないのだとするならば、スクラッ

プ・アンド・ビルドが必要ですが、今回この「今後の取組」のところの表現を見てみますと、ど

ちらかというと課題解決型ですので、「強化」とか「充実」とか「促進」とか、どんどん事業規模

が膨らんでいくような方向のものがかなり目を引きます。そうなったときに、既存の事業の中で

役割を終えたものが廃止されて、そして新たに、あるいは、既存のものでも重要なものを強化し

ていくということをなさっているのかなと。そうすると事業の再編というものがどこかにあるは

ずですが、この資料の中では見えづらいのです。そういう例があるのでしたら教えていただけな

いでしょうかというのが、私の質問です。 

 

○田谷政策企画課長 

今後の取組につきましては、特段、現段階で財源的な裏付けを見込んだものではございません。

と申しますのは、評価の仕組みそのものが、総合計画を対象に評価を行っており、進行管理を併

せてということになっておりますので、概ねの方向性といたしまして、こういった点に課題があ

るので今後の事業展開にあってはこういった点に留意していく、あるいは、こういった点に重点

を置いていくという方向性を示したものということで御理解いただければと思います。 

それに基づいて、各課がその時期になりますと、財政当局に予算要求して、こういった課題な

どを踏まえた上で要求していくということになりますので、ある意味、説得材料にはなるのかな

と考えております。 

そうした中でスクラップ・アンド・ビルドにつきましても、一応計画に載っているものについ

て、基本的に推進していくという立場に立っておりますので、社会経済状況に大きな変化があれ

ば再検討は必要かもしれませんが、スクラップの部分については、計画事業以外の一般の事業を

考えるということで、極めて優先順位の高いものがこの計画事業だと考えております。 

 

○森田委員長 

よろしいですか。では他にないでしょうか。 

 

○木村委員 

参考資料２について確認させていただきたいのですが、総括の判断基準ということで、例外的

な判断を取り入れているというのは大変結構なことだと思いますが、来年度以降もこういう例外
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の設定の仕方をされるのかどうか。とりわけ、総合勘案の下の枠の例外の①「東日本大震災の影

響」というのはおそらく２２年度だけだと思いますが、今後も例えば「大規模災害の影響」とい

う形で残っていくのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 

 

○千葉政策室長 

今回この総合的な勘案の基準を設けたのですけれど、総合的に勘案して評価するということに

ついて、あまりにも裁量自由度が広すぎては適切な評価にならないということで、今回、それぞ

れの部局で自己評価したものを踏まえて、内部で議論しまして、今回このような基準をお示しさ

せていただきました。 

来年度以降ですけれど、基本的には②、③になろうかと思いますが、ただ、この評価も始めた

ばかりですので、まだ想定できないものもあるかもしれません。そのようなものには、まったく

自由裁量ということではなく、改めて内部で検討し、委員の皆様にもご相談しながら基準を作っ

ていきたいと考えております。基本的にはこれはあまり増やすものではないと思います。 

 

○坂野委員 

参考資料２につきましては、これは公表対象になるのでしょうか。 

 

○事務局 

公表対象です。 

 

○坂野委員 

では、基準がどうということではなく、こういう基準で例外を作ったということであれば、公

表されるということがまず第一だと思います。 

 

○松宮委員 

気になりましたところが、施策の達成状況の資料１のところです。平成２２年度の主な目標に

達成している施策が半分ぐらいなのですが、みなさんコンサバティブに評価されているのかもし

れませんが、概ね達成も含めて判断したとしても、達成率が低いのではないかという印象を持ち

ました。目標とする数字の置き方について、さらに検討の余地があるのではないかと思いました。 

あともう一つ、中小基盤の強化などの施策のところで、目標に届いていないという取組がいく

つもあるにもかかわらず、課題あるいは今後の取組のところでは、「引き続いて」ということにな

っています。本当に「引き続いて」取り組むだけで達成できるのかという印象をもたせますので、

書き方も含めて、少し工夫をされたほうがよいのではないでしょうか。一般の方々に見せる時に

は、あまり進展していないため、こういうやり方に変更したというような点を明確にすると、よ

り前向きに理解していただけるのではないかと感じました。 

 

○森田委員長 

私も関連して伺います。参考資料２の主な取組の左の総合判断基準ですが、目標を達成した「行

政活動目標」の数が７割を超えると目標を達成で、５割から７割が目標を概ね達成ということで、
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印象として半分しか達成していなくて、概ね達成というのは甘いのではないのかなという気がし

ています。この基準の付け方についてご説明をいただけますか。それと、それで目標達成が５割

ということになりますと、それはそれで事情があることはわかるのですが、評価の見え方として

は、少し、甘いのではないかととられる可能性がある気がするのですがいかがでしょうか。 

 

○田谷政策企画課長 

松宮先生からの御質問も踏まえまして、実は計画を作りましたときに、千葉県の総合計画を早

急に策定したということもありまして、高い目標を掲げたということがあろうかと思います。特

に経済的な、経済の活性化につきましては、先ほど、佐藤先生にお答えしましたとおり、一生懸

命、県がいくら投入しても、社会経済状況の変化という荒波に立ち向かえないという部分もあり

まして、そういう意味では、これはあくまで政策評価でございますので、達成できなかった場合

には、その理由をきちんと把握したうえで、改善につなげるということでございますので、各部

局、そういう取組をしていくことになるのだと思います。まだ計画期間中ということもあるので、

最終年度までには、なんとか頑張るという意気込みがあると思っております。 

それから、委員長の話のとおり、５割がはたして概ね達成になるのかということで、御議論に

なろうかと思いますが、そういうわけで、指標の立て方そのものが、背伸びをしているところも

ありますので、各部局一生懸命やっておりますので、そこについては、若干緩めということであ

ればご指摘のとおりかもしれませんが、そのように対応させていただきました。 

 

○森田委員長 

緩めというのは、評価の判断かもしれませんが、この評価の目標の「概ね達成」という表現が

問題かと思います。これが公表されたときに、県民、その他の方々が誤解といっては何ですが、

そちらでつくられた趣旨を正確にこう理解して伝わらないという可能性があるのではないかとい

うことで聞いたところです。 

 

３．議題 

（１）平成２２年度総合計画の進行管理（政策評価）の概要について 

 ウ．主な取組の説明 

 

○森田委員長 

それでは次に、個別の主な取組について説明願います。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、機能していないとすれば、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、よろしくお願いします。なお、御質問等は、具体的な主な取組５つ

の説明が全て終わった後にまとめて行いたいと思います。 

それでは、はじめに、主な取組「人と自然の共生」について、担当課から説明願います。  

 

○自然保護課 

資料３の１７７ページをお開きください。「人と自然との共生」についてご説明します。 
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まず、事業費についてご説明いたします。当初予算額は１億７，３４８万３千円で、決算見込

み額は１億５，３６８万３千円となっております。本取り組みの主な事業は、生物多様性の保全

を推進する「生物多様性保全モデル事業等」が、２，７８８万８千円、有害鳥獣の適切な管理を

行う「野生鳥獣総合対策事業」が、６，１０３万８千円などの事業があります。 

総額で、決算見込み額が当初予算額より約２千万円程度の減額となっておりますが、これは、

各事業の残額が積み上がったような形のものでございまして、例えば学校ビオトープへの補助を

行ったのですが、予定より１校多い１１校に助成しましたが各校の要望額が少なかったため事業

全体といたしましては２２０万円程度の減額があったという形のもので、このような形の残が積

みあがったものです。 

 

次に、２２年度の主な取組みについてご説明します。 

１番目の取組みは、「生物多様性と生態系の保全の推進」に関する事業でございます。 

学校ビオトープの事業もこの中の一つですが、生物多様性の取組みは継続的に行われる必要が

あるため、市民団体、ＮＰＯ等によるモデル的な事業にも助成しておりまして、地域での取組み

の活性化を図りました。 

また、県民一人ひとりが自然に関心をもってもらうことも重要なため、県民参加のモニタリン

グ事業となります「生命（いのち）のにぎわい調査団事業」を実施しておりまして、団員からの

報告をマップのような形にまとめて団員に報告するなどにより、自然に対する関心を高めてまい

りました。 

この他、昨年度は名古屋で生物多様性条約の締約国会議が開催され、テレビなどでも生物多様

性が多く取り上げられてきましたが、これらと社会環境の相乗効果が得られるように、県内での

生物多様性の普及・啓発にも積極的に取組みました。 

次に２番目の取組みは、「希少な野生生物の保護」に関する事業です。希少な野生生物を保護す

ることは、単に、その種を守るということだけでなくて、その生物が生息できる自然環境も守る

ということになります。 

そこで、種の保存法で指定されており、国の天然記念物でもある「ミヤコタナゴ」の保護事業

を実施するとともに、県内で特に絶滅の恐れが高い「シャープゲンゴロウモドキ」と「ヒメコマ

ツ」についても保護・増殖の取組みを実施いたしました。 

なお、シャープゲンゴロウモドキは、北陸と千葉県だけに残っている大型のゲンゴロウで、モ

ドキと書いてありますけれどもゲンゴロウでして、今年の４月に種の保存法に指定されたところ

で、今後は環境省と連携しながら保護をしていきたいと考えております。 

更に、希少生物の情報をまとめた千葉県レッドデータブックを発行しておりますが、平成２１

年に植物・菌類編を改訂いたしまして、今年の３月に動物編を改訂いたしました。 

次に３番目の取組みは、「有害鳥獣の適切な管理」に関する事業です。 

人と自然とが共存するためには、単に野生生物を守るというだけでなく、農作物等の被害を軽減

させることも必要です。市町村が行う捕獲事業を支援して、イノシシ等の有害鳥獣の捕獲に取り

組みました。 

最後に４番目の取組みは、「特定外来生物の防除」に関する事業です。特定外来生物は法律で指

定された外来生物で、生きたままでの移動等が禁じられている外来生物ですが、こちらも農作物
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や生態系などに被害を与えるものでして、緊急性が高いアカゲザルなど４種について防除を行い

ました。 

 

次に進捗状況と指標の動向について説明させていただきます。 

本取組の行政活動目標として５つを掲げておりますが、代表的なものとして「生命のにぎわい

調査団の団員数」と「イノシシ・ニホンジカの有害捕獲数」を次のページのグラフにまとめまし

た。 

生命のにぎわい調査団の団員数は、生物多様性に関心があり、かつ、日ごろから自然を観察す

るなど、行動も伴っている県民の代表として、この団員数を指標といたしました。 

２１年度末の団員数は４９４名でありましたので、２２年度の目標として約１００名増の６０

０名としましたが、実績は６０４名で目標を達成することができました。 

次のイノシシ・ニホンジカの有害捕獲は、鳥獣との共存の指標として掲げましたが、目標を「生

息状況を勘案しながら捕獲」という定性的なものになっております。これは、絶滅を避けるため

に、生息数を考慮しながら捕獲を行っているためでございます。 

なお、資料には捕獲数が２１年度までしか書いてありませんが、２２年度の実績がまとまりま

したので、報告させていただきますと、イノシシの２２年度は１万１，５２３頭で、２１年度の

約１．５倍に増加しております。また、ニホンジカにつきましても、２，２０４頭で、約１．３

倍に捕獲数を増すことができました。 

この他の指標となります、「生物多様性モデル事業の実施数」、「特定外来生物の捕獲数」、「レッド

データブック動物編の改訂」ですが、いずれも目標を達成しています。 

 

次に、主な取組みの総括について説明させていただきます。 

設定しました目標値は順調に推移していることから、取組み全体としても、目標は達成できた

と考えております。 

成果といたしましては、生命（いのち）のにぎわい調査団では、団員数が増えたということと

ともに、報告件数も約３，７００件から８，７００件となり、団員の活動が活発になりました。 

また、イノシシ・ニホンジカでは、２１年度の生息状況アンケートを活用することによって効率

的な捕獲ができるようになりました。 

この結果、昨年度の野生鳥獣によります農作物の被害総額は、約３億６千万円で、前年度より

約２千万減らすことができました。 

 

課題としては、まだまだ「生物多様性」という言葉自体を知らない県民の方も多くおりまして、

普及啓発を更に図ることが必要と考えております。また、農作物等への被害の軽減につきまして

は、より効率的に継続していくことが重要と考えています。 

そこで、２３年度以降の取組み方針ですが、生命のにぎわい調査団を始めとして普及啓発活動

を更に積極的に推進するとともに、希少生物の保護や農作物等の被害軽減については、引き続き

着実に取組んでいきたいと考えております。 

さらに、有効な防除に必要な調査・研究等に取組むとともに、新たに千葉県で発見された特定

外来生物のウチダザリガニにつきましても、早期に対応することによって効率的な防除を行って



 16 

まいります。 

以上、説明とさせていただきます。 

 

○森田委員長 

ありがとうございました。続きまして、「心と教育のかなめとなる道徳教育の充実」について、

担当課から説明願います。 

 

○教育政策課 

「心の教育のかなめとなる道徳教育の充実」についてご説明させていただきます。 

資料の２０１ページをご覧下さい。 

担当課ですが、本取組は、教育庁教育政策課、生涯学習課及び指導課による取組でございます。

当初予算は４億７，０４８万５千円、決算額は４億８，７２１万９千円でございます。本取組を

構成している主な事業といたしましては、「子供たちが郷土に自信と誇りを持つことができる教育

推進のための道徳教育推進プロジェクト事業」が２，１１９万５千円、「人権を尊重しどんな小さ

な差別も許さない教育推進のための人権教育推進費」１４７万６千円、「思いやりの心を育み社会

的自立を促す宿泊体験活動実施のための青少年教育施設管理費」４億６，３２７万７千円となっ

ております。 

 

次に、２２年度の主な取組の概要について説明させていただきます。「道徳教育推進のための基

本的な指針」を昨年１２月に定めまして、これとともに道徳の映像教材を作成するなど、道徳性

を高める実践的人間教育を推進いたしました。その余の取組に関しましては２０１ページ記載の

とおりでございます。 

 

次に、主な取組の進捗状況でございますが、指標のところでございます。「豊かな人間関係づく

りのための実践プログラム」は、県教育員会が児童生徒の「豊かな人間関係を築く力」を育成す

ることを目的に開発した指導プログラムでございまして、このプログラムにつきましては現在実

施状況を調査中でございます。７月中に判明する予定でございます。「学校人権教育指導資料」に

つきましては、１人ひとりの児童生徒がその発達段階に応じ、自分の大切さとともに他人の大切

さを認め、それが様々な状況下で具体的な態度や行動に現れることを目指し、基本的な考え方と

ともに、学校での取組事例や人権課題に関する事例と対応検討などで構成される資料集でして、

この資料集を生かして授業を行った学校の割合を指標としています。２１年度の実績が７２．９％

であったことから、２２年度の目標を７５％に設定いたしましたが、実績は７４．１％でござい

ました。 

次のページ、このうちの特に、先ほどの施設管理費を除きました事業費のうちの約９０％を構

成いたします道徳教育プロジェクト事業について、ご説明申しあげます。成果のところの３つ目

の「・」のところになりますが、この道徳プロジェクト事業において道徳映像教材を作成し、県

内の全ての中学校及び高等学校へ配布し、道徳教育の充実に寄与するようにいたしました。更に、

県立青少年教育施設における宿泊体験や不登校児童生徒を対象とした宿泊研修で、青少年の健全

育成や不登校児童生徒の社会的自立の促進が図られるなどの効果が得られており、概ね目標を達
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成したと判断されます。 

特に道徳教育プロジェクト事業でございますが、千葉県で学ぶ児童生徒の道徳性を高める実践

的人間教育の推進を図るため、道徳教育の重点的な施策や学校における適切な指導内容を検討す

るために、千葉県道徳教育委推進員会を昨年４月に設置いたしました。この委員会から昨年７月

に第１次提言が公表され、そこで、ＤＶＤの作成が提言されました。これを受けまして９月の補

正予算で、追加の予算措置２，１００万円ほどの補正予算を措置しております。財源といたしま

しては、全額文部科学省の道徳教育総合支援事業を活用いたしております。１１月に、この委員

会から提言の提出がございました。提言の内容につきましては、お手元の「道徳教育の手引き」

の５２ページに主にございますが、３つ提言いただきまして、千葉県における道徳教育の体系化・

重点化とその取組主題として、「いのち」のつながりと輝き～大切なあなた、大切なみんな、大切

な自然と地球、そして大切なわたし～ということを主題としたらいかがか、提言の２つ目が教員

の指導力の向上と効果的な教材及び指導資料の提供、提言の３が高等学校における道徳教育の推

進及び学ぶ時間を確保したらどうか、というご提言を頂戴いたしました。これを受けまして、県

教育委員会では「道徳教育の手引き」の２ページからになりますが、「道徳教育推進のための基本

的な方針」を１２月２１日に教育委員会として決定したところでございます。その中で主題とし

ては提言のとおり、高等学校での学ぶ時間につきましては、（「道徳教育の手引き」の）２ページ

の第２の３、高等学校等の道徳教育のより一層の充実を図るため、平成２５年度から原則として

第１学年に、「道徳」を学ぶ時間３５単位時間程度を導入、特別活動の時間を中心に各教育課程に

適切に位置付けて実施する、ということで、県立高校におきまして、１年生で道徳の学習を２５

年度から実施していただくことといたしました。あわせて今年の３月下旬に、この冊子（「道徳教

育の手引き」）で申しあげますと２８ページ以降ですが、中学校用と高校学校用のＤＶＤ資料を、

県内の私立も含めまして全中学校、高等学校に送付いたしております。あわせて、「道徳教育の手

引き」も送っておりまして、この冊子の中、例えば３０ページ以降ですが、中学校用の道徳の場

合の指導案例２例ほど、高等学校用も指導案例を２例ほどつけてお送りしております。以上のよ

うな取組を昨年度いたしました。 

 

今後の課題といたしましては、先ほどの「豊かな人間関係づくりのための実践プログラム」に

つきましては、指導者が児童生徒の実態に応じて、アレンジしやすいよう指導案を作成するなど、

現場の声を踏まえた指導資料の改定が必要でございます。また、「学校人権教育指導資料の活用促

進」につきましては、資料を前年度末に作成・配付していることから、繁忙等に伴い十分な周知

を図ることができなかったという課題がございます。あわせて道徳教育の手引きと映像教材を作

成・配付いたしましたが、今後は、より具体的な、実践的な取組の推進が課題となっております。 

そこで２３年度の今後の取組方針でございますが、「豊かな人間関係づくりのための実践プログ

ラム」につきましては、今年度改定作業を実施しておりまして、その後の活用状況を今後調査し

てまいります。 

学校人権教育指導資料につきましては、５月から検討を開始して早期に配布できるようにいた

したいと思っております。 

また３つ目として道徳教育プロジェクト事業につきましては、昨年度中・高用を作りましたの

で今年度は小学校用映像教材を低学年・中学年・高学年と３本の作成と、２５年度からの高校で
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の道徳教育の導入に向けまして、道徳教育の読み物教材の検討とあわせまして、このＤＶＤの映

像資料の活用、道徳教材活用推進校中学校５校、高等学校５校を指定いたしまして、具体的な取

組の推進、実践に係る研究・検証を実施することとしております。 

なお、「豊かな人間関係づくりのための実践プログラム」の取組については普及してきておりま

して、一方、新たな取り組みとして道徳教材を作成・配付していることから、２３年度からは「豊

かな人間関係づくりのための実践プログラム」の取組校数に代えまして道徳教材の活用を新目標

として設定したいと考えております。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

ありがとうございました。続きまして、「成田空港周辺の環境対策・地域共生策の推進」につい

て、担当課から説明願います。 

 

○空港地域振興課 

お手元の資料、２５１ページをご覧ください。 

「成田空港周辺の環境対策・地域共生策の推進」につきまして、ご説明をいたします。 

はじめに予算関係でございますが、当初予算は１億２，２００万円、決算見込み額につきまし

ては１億５２７万２千円でございます。 

主な事業といたしましては共同利用施設整備事業補助が８，８８６万９千円、住宅防音工事事業

補助が１，０１６万円でございます。 

 

成田空港につきましては御承知のように、昭和４１年に成田地域に空港を設置するという閣議

決定が行われたわけですが、激しい反対運動が行われまして、その後多くの地域の皆さんのご理

解・ご協力によりまして、昭和５３年にＡ滑走路１本で開港したところでございます。 

その後、平成１４年に、Ｂ滑走路につきましても、暫定平行滑走路といたしまして、本来計画

よりも短い滑走路でありましたが、２本目の滑走路が運行するようになり、さらに、平成２１年

にはＢ滑走路につきましても、北伸によりまして２，５００メートルの滑走路として運航してい

るところでございます。 

こうした中、千葉県におきましても、従前より航空機の離発着に伴う航空機騒音につきまして、

住民の生活環境を保全するため、成田国際空港株式会社（ＮＡＡ）、関係市町と協力いたしまして、

市町が実施しています共同利用施設、たとえば学習集会等のための施設等でございますが、その

建設事業や、それから住宅防音工事事業、あるいは、空調機の更新事業に対しまして費用の一部

を補助しているところでございます。平成２２年度の取り組みといたしましては、引き続き、こ

のような市町の事業に対しまして県で補助を行ったところでございます。 

 なお、成田空港につきましては、内陸部に設置されました大規模な国際拠点空港でございまし

て、航空機騒音が広い地域に大きな影響を及ぼしているところでございます。そのためその影響

を防止し、あるいは軽減するため、原則として騒防法に基づき、空港会社をはじめ、県、周辺市

町で様々な対策を実施してまいりましたが、法律の枠内の対策では、地域住民のみなさまの御意

向に十分答えるものではありませんでした。 
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このため、共生策のひとつといたしまして、平成９年７月２８日に成田空港周辺地域共生財団

が設立されまして、騒防法第１種区域内でのきめ細かな民家防音工事助成事業やその隣接地区で

の民家防音工事助成事業を行っているところです。 

 このようなきめ細かな騒音対策を行っております共生財団につきまして、公益財団法人として

の新公益法人への移行の問題、さらにはまた、財団法人そのものの存続の問題が生じています。 

 と申しますのは、共生財団につきましては、当初１００億円の運用財産により事業を開始した

ところですが、その後の事業の進展等によりまして、現在、約２０億円の資金残となっていると

ころでございます。今後も引き続き、きめ細かな騒音対策等を進めるためには運用財産の積み増

しの問題がございます。平成２２年度の取り組みといたしましては、空港会社や市町等の関係機

関と連携し、検討を進めたところです。 

 なお、現時点での成田空港の年間発着枠は２２万回となっておりますが、昨年、１０月に国・

県・空港周辺９市町・空港会社の４者で年間発着枠３０万回について合意されたところです。 

これに関連いたしまして、住宅防音工事の恒久化を図ることとなり、２２年度中は空港会社、

関係市町等と連携いたしまして、その検討を進めたところです。 

なお、指標「空港周辺の住宅防音工事の進捗率」ですが、これは、Ａ滑走路とＢ滑走路の２本

の滑走路にかかる、騒音防止法という法律があるのですが、その法律の第１種区域に挟まれた、

いわゆる「谷間地域」と私たちは呼んでいるのですが、その谷間地域において、市町が事業主体

で行っております防音工事の進捗率を示しております。谷間地域におきましては両滑走路からの

騒音の影響を重複して受けるという状況にございますので、本地域の騒音障害の防止または軽減

のため、住宅の騒音防止工事を行うときはその費用の一部を県の方で助成しているわけでござい

ます。 

 平成１７年度は７６．６％という実施率でございましたが、目標設定時には８１．５％となり、

平成２２年度末には８３．１％と増加しているところでございます。 

 本事業に対しましては、県では市町負担の２分の１、具体的には補助対象経費の８分の１を補

助しているところでございます。 

 

 続いて２５２ページになりますが、これによりまして、平成２２年度の成果としましては、先

ほどの指標にありますように、住宅防音工事が順調に進展したところでございます。 

 また、住宅防音工事につきましては、共生財団の連絡調整会議や、あるいはその防音工事の恒

久化に関する打合せによりまして、共生財団の残事業の継続的実施や当該事業の恒久化を目指す

こと、さらにＮＡＡや市町で実施しております事業の恒久化につきまして大筋で合意したところ

です。したがいまして、総括としては、目標を達成したと判断しておるところでございます。 

 

なお、課題といたしましては、年間発着枠３０万回の合意による容量拡大に伴いまして、地域

住民への騒音障害などマイナスの影響の拡大が見込まれます。その解消を図るためにはさらに環

境対策を実施することが重要でございますので、今後とも空港会社や関係市町と連携いたしまし

て、市町等が行う騒音対策事業に県として協力していく必要があります。 

また、共生財団の運用財産の積み増しや住宅防音工事の恒久化につきましても空港会社や市町

等の関係機関と、引き続き協議していく必要があります。 
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このような課題を踏まえ、平成２３年度以降の今後の方針としましては、さらに地域の環境対

策を推進していくため関係機関と連携いたしまして市町等の行う騒音対策事業に協力していくこ

ととしており、また、共生財団の資金の積み増しや民家防音工事の恒久化の具体的な内容等につ

いて、さらに２３年度以降さらに協議していくこととしています。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

ありがとうございます。続きまして、「観光地千葉の知名度向上」について、担当課から説明願

います。  

 

○観光課 

主な取組３－１－４－３「観光地千葉の知名度向上」について説明させていただきます。資料

の２７３ページをお開きください。 

 これは、施策④ 魅力満載「千葉の観光」の中の主な取組で「何度でも訪れたくなる魅力ある

観光づくり」「観光を支える人づくり」「観光地千葉の知名度向上」「国際的観光地としての地位の

確立」「移住・定住の促進」の５つの主な取組の中の一つです。 

当初予算額は９，４７０万円でございます。決算見込み額につきましては８，６５７万４千円

であり、本取組を構成している主な事業としてはメディア等の活用、旅行雑誌等ＰＲによる情報

発信などを行った観光プロモーション事業が４，０８８万６千円、また、夏の観光キャンペーン

のポスター、パンフレット作成によるＰＲなどアクアラインを活用した観光キャンペーン事業と

して１，５３９万９千円などがあります。 

 

次に２２年度の主な取組の概要について説明させていただきます。 

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など多様な広報媒体を通じまして、千葉県観光の魅力を全国に発

信するため「アクアラインの社会実験８００円の継続」や昨年千葉県で開催されました「ゆめ半

島千葉国体」など注目度の高い取組やイベントと連携し、季節に応じた切れ目のない観光キャン

ペーンを実施してまいりました。 

また、誘客に大きな影響力を持ちます旅行会社やメディアに対して効果的なプロモーションを

展開するため、国内最大級の旅の総見本市で、３日間行われたのですが、約１２万人を集めた「旅

フェアー２０１０」へ出展するとともに、東京や東北圏等へキャラバン隊を派遣するなど千葉県

の魅力を発信したところでございます。  

 

次に、主な取組の進捗状況、施策の指標の動向について説明させていただきます。 

本取組における目標につきましては「県観光ホームページアクセス件数」でありまして、本指

標は県の観光ホームページである「ちばの観光まるごと紹介」のトップページへのアクセス件数

を数えています。２１年度の実績が１０９万３千件でありましたことから、２２年度の目標を  

１１５万件に設定しましたが、実績につきましては９３万９千件でした。 

その取組の総括について説明させていただきます。設定いたしました県の観光トップページか

らのアクセス件数の指標は、さきほど申し上げた通り、当初の目標を下回りましたが、ヤフーや
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グーグルなどの検索エンジンからダイレクトに各コンテンツへアクセスされた件数、トップペー

ジを経ずに途中からアクセスされたものも含めると、ホームページ全体の利用者は前年度より 

１．４倍に増加しております。このように、実態に即した方法を勘案いたしますと、目標は概ね

達成されたと考えております。 

 

成果といたしましては、７～８月の夏の観光キャンペーン、９月～１１月にかけ、オール千葉

県で取り組んでおります秋の観光キャンペーン、１月～３月にかけた早春キャンペーンや東京や

東北圏等へキャラバン隊を派遣など効果的な情報発信により、本県観光への関心が高まったもの

ではないかと考えております。 

 

また、一方、課題としては、本年３月に発生いたしました東日本大震災の影響でございます。

もちろん観光業だけではございませんが、観光業への影響は甚大なもので、震災後１か月の状況

でございますが、旅館ホテル生活衛生同業組合の調査によると、約４万件のキャンセル、被害額

で約７億円。これは成田空港周辺、浦安地区、幕張地区を除いた数字ですので、県下ではトータ

ルとするとかなり厳しいものかと思います。またゴールデンウィークは、宿泊施設とか観光施設

では概ね１５％減、また６月になりますと、だいぶ戻ってはきたものの２０％～３０％入込客数

が落ちており、依然厳しい状況が続いています。この復興が大きな課題になってくると考えてお

ります。 

 

今後の取組方針ですが資料２７４ページをお開きください。 

震災によります旅行マインドの冷え込みや原発による風評等により厳しい状況を打開・復興す

るため、現在、知事が先頭に立ちまして、観光のＰＲやイベント、「宿泊事業者応援助成金」や「が

んばろう観光優待キャンペーン事業」、官民共同で県内観光施設の入場料の無料チケットを配る事

業でございますが、このような事業を創設いたしまして、誘客策を講じているところです。さら

にはインバウンドなどの積極的な取組を行い、今後とも効果的に情報発信を行い、千葉の知名度

の向上に努めてまいりたいと考えております。 

以上、説明とさせていただきます。 

 

○森田委員長 

ありがとうございます。最後に、「水田有効活用による飼料等自給力の強化」について、担当課

から説明願います。 

 

○農林水産政策課 

資料３の３１９ページをお開きください。 

 主な取組Ⅲ－３－①－２「水田有効活用による飼料等自給力の強化」について説明させていた

だきます。 

担当課ですが、本取組は農林水産部生産販売振興課、担い手支援課、畜産課による取組です。 

当初予算額は２億２千６０万８千円、決算見込み額は１億４千４０万５千円です。予算額と決

算額に開きがある理由としまして、本取組を構成している事業のうち、県産米粉の製粉施設整備
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に対する支援を行います「千葉の米粉推進事業」が、事業要望のあった事業主体が、自己資金で

同等の施設を導入されたということで当該事業の決算額がゼロになったことなどがあげられます。 

他に、本取組を構成している主な事業といたしましては、水田での飼料用米、麦、大豆等の生

産に対する支援を行います「水田自給力向上対策事業」が１億３千５７万円。また、自給飼料の

増産を推進いたします「飼料自給率向上総合対策事業」が８７２万１千円などとなっております。 

 

２２年度の主な取組の概要について説明させていただきます。 

本県は、畜産がたいへん盛んですけれども、資料の方には記載がございませんが、平成２１年

の千葉県の畜産産出額は１，０３３億円で全国第６位となっています。しかし、近年の輸入飼料

価格の高騰などから、自給飼料を増産することが重要な課題となっております。 

また一方、人が食べる主食用米については、消費が減っていることから、水田で、主食用米を

生産する代わりに、生産量が少ない麦、大豆や家畜のエサとなる飼料用米など、主食用米以外の

農作物を生産する「転作」を推進しています。 

本県は湿田が多く、水田を畑にして麦や大豆を作るのが非常に難しいため、水田を水田として

活用しながら転作することができます飼料用米などの生産拡大を促進しました。 

また、飼料用トウモロコシなどの飼料作物増産のための機械整備支援や、牛の放牧を普及する

ための研修会の開催などにより、飼料自給率の向上に取組んでおります。 

 

主な取組の進捗状況・施策の指標の動向について説明させていただきます。 

本取組における指標は２つでございます。一つは「新規需要米等の作付面積」でございます。こ

れは飼料用米、米粉用米、ホールクロップサイレージ用イネなどの主食用米以外のお米を作付け

した面積でございます。２１年の実績値は６２８ha で、２２年の目標を１，７００ha に設定しま

した。実績値は１，３４７ha で、目標には届いていませんが、前年に比べて倍以上の増加となっ

ています。 

２つ目の行政活動目標は、「飼料生産コントラクターの育成数」で、これは県内のコントラクタ

ーという、農作業の請負集団・組織の数の累計でございます。畜産農家が、家畜の世話をしなが

ら、飼料作りまで行うというのは、時間的にも、労力的にも、困難である場合が多いことから、

飼料作りを専門に請け負う組織作りが自給飼料を増やすためには必要です。２１年には８つの集

団がありまして、２２年度の目標を１０集団に設定しました。実績値は目標である１０集団まで

増やすことができております。 

 

次に主な取組の総括について説明させていただきます。 

設定した２つの指標のうち、「新規需要米等の作付面積」につきましては、前年の実績に比べて

倍以上増加することができたものの、目標である１，７００ha には届いておりません。 

一方、もう一つの指標である「飼料生産コントラクターの育成数」は、目標どおりの実績値と

なっております。 

以上のことから、２つの指標のうち１つの指標が目標を達成したことから、目標は概ね達成し

たと判断いたしました。 
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成果といたしましては、先ほどの指標のところでも触れましたが、飼料用米などの新規需要米

の作付面積が、前年に比べて倍以上に増えたことが挙げられます。 

その要因といたしましては、飼料用米などは販売価格が生産費を下回ってしまうという懸念が

ある作物で、こういった作物の生産に取組んだ農業者のかたに対して助成をいたします国の個別

所得補償制度というものがございまして、その周知を図ったこと、それと飼料用米専用品種の現

地栽培試験を実施いたしまして、その結果を、生産者にわかりやすいかたちで情報をお伝えいた

しまして、栽培方法の周知を図ったことなどが要因として考えられます。 

また、飼料生産コントラクターにつきましては、組織を立ち上げる際には、機械を整備すると

ころに一番お金がかかるわけですが、そういったところに助成することによりまして、２つのコ

ントラクターが設立までいたりまして、合計１０集団まで増やすことができました。 

 

課題といたしましては、飼料用米などの新規需要米の面積が目標とする１，７００ha まで伸び

なかった要因として、販売価格が生産費を下回る懸念があり、農業者のかたが生産に取組みにく

いということと、飼料用米の利用者である飼料会社や畜産農家等へ流通させる体制がまだ完全に

整っていないことなどが挙げられます。 

 

そこで３２０ページですけれども、２３年度以降の今後の取組方針ですが、農業者戸別所得補

償制度につきまして、更なる周知を図りますととともに、飼料用米等を利用する飼料会社や畜産

農家等への販売ルートを、関係者と協力しながら確立してまいります。また、飼料用米の生産コ

ストを下げて、かつ収量を増加させるための栽培技術の開発にも取り組んでおり、これを引き続

き実施してまいります。 

以上説明とさせていただきます。 

 

○森田委員長 

以上で、５つの主な取組を中心とした説明が終わりましたので、ご質問等がありましたらお願

いします。 

また、本日の審議結果を踏まえて、政策評価制度の改善に係る方向性や、指標の設定に当たっ

ての留意点など結果全体について、講評があればお願いしたいと思います。 

 

○佐藤委員 

特定の取組をやり玉にあげるつもりは毛頭無いのですが、気付いた点を２点お話しさせていた

だきます。 

 ５つあるうちの２つ目の「道徳教育」について、ページ数でいきますと２０２ページです。   

２０２ページでは説明にもありましたように、こういった手引き、あるいは映像教材を作成され

て県内のすべての中・高の学校に配布されているということが書いてあるのですが、その成果の

部分で、これは平成２２年度の総括ですので、これが作成された日付が２３年３月となっていま

すが、配布をされたというところで多分終わっていて、今後の取組の方針にも書いてあるように、

その教材の活用、これを目標として設定するということであるならば、成果の３つ目の「・」で

ですね、「配布し、道徳教育の充実に寄与しました」というところは、少しフライングして先走っ
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た記述です。気持ちはすごく良くわかりますけれども、配布したというところで留めておかれて

もいいのではないかなと思います。活用されて初めて成果が生まれるのだと思いますので。 

これが１点と、もう一つは次の「成田空港」の案件です。この成田空港の記述は２５２ページ

に総括が書かれてあります。これは、たまたまここだけかもしれないし、他にもあるかもしれな

いのですが、この総括の成果・課題とある、課題の記述と次の今後の取組方針（２３年度以降の

取組）というところが、かなり類似していて重複しているような、見た感じはそうなっているの

ですけど、書きづらいというところもあるのかもしれないですが、他とこう比較して見た場合、

どうも課題と今後の取組方針がほとんど同じというのは違和感があります。課題を解決するため

にどのような方策をとるべきか、ある程度具体性を持たせながら書いていくところですので、ち

ょっとその辺感じたことでございます。以上です。 

 

○森田委員長 

ありがとうございます。続いていかがでしょうか。木村委員、どうぞ。 

 

○木村委員 

２件目の「道徳教育」は、まさに先ほどの参考資料の２であがっていた、総括的な勘案の結果、

例外として目標達成のランクを上げた例ですよね。これは別に道徳教育に限った話ではなくて、

他の取組を含めて、一般に、例外的な総合判断でランク上げをする場合には、ランク上げされた

理由について、この委員会の場を使うなり、あるいは文面上の説明を十分にするなりという形で、

対応していただきたいという感じがいたします。もちろん、達成度のランクにこだわりすぎる必

要はないと思いますが、一応の説明をしていただきたいという趣旨です。 

 それからもう一点、最初の「人と自然の共生」に戻っていきますと、モデル事業を実施したと、

取組の概要の冒頭にございますが、これと他の成果との関係がよく見えない。つまり、モデル事

業がどういうふうに生かされたのかというストーリーが、この文面からは読み取りづらいという

ところがあると思います。一見すると、モデル事業をやってそれっきりという印象を与える可能

性もあると思いますので、その辺についておそらく担当の方は重々承知の上だとは思いますが、

県民にわかりやすく記述する配慮が必要なんじゃないかという感想を抱きました。 

 

○森田委員長 

ありがとうございました。それでは坂野委員。 

 

○坂野委員 

まずは一番最初の「人と自然の共生」、それとセットで最後の「水田」の話もそうなのですが、

一つは、挙がっている数値の意味です。例えば生命（いのち）のにぎわい調査団員数が６００人

と挙がっているのですけれども、６００人ということ自体の持つ意味というのがなんなのかとい

うのがわかりにくい。これは十分なのか不十分なのか、あるいは６００人というのが目標として

適切なのかどうかということがちょっとわかりにくい。同じ話で最後の（取組の）ページで   

１，７００ha という数字があるんですけれども、これも１，７００ha という数字自体が具体的に

どうして１，７００なのかという、そこら辺の意味が良くわからないので、少しご説明いただく
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ようなことがあってもいいのではないかという気がいたしました。 

 それと「観光地」のところで、入込客数の話が震災の影響ということで、３月でホームページ

のアクセス数が減ったと書いてありますけども、３月１１日の段階で起きた震災の影響が、入込

数にこんなに影響しているっていうのはちょっと私には考えにくいところがあって、もうちょっ

と根本的な要因が他にあったのではないかなという気がいたします。それと先ほど一番前のとこ

ろでご説明いただいたアクアラインの実験の話が出ていて、それの影響で増えているという分析

がなされていて、そういうこととの関連で何かあるのかなと思ってはいたのですが、その数値が

震災だけのせいにするにしては、ちょっと大きすぎるのではないかなという気がいたしました。 

 

○森田委員長 

では、松宮委員。 

 

○松宮委員 

今の坂野先生のご指摘の追加になってしまうかもしれませんが、観光地のところでホームペー

ジのアクセス件数が２０年には結構増えていて、２１年もずっと増えてきている。この増加傾向

の要因は何かあったのでしょうか。その後さらに様々な年間を通じたキャンペーンなどを実施し

たにもかかわらず２２年度は落ち込んだ。これらには何が関係していたのかわかりづらいかもし

れませんが、「なぜ増えてきた」「なぜ減った」かの要因として、震災の影響だけではなく、何か

他に全体的な流れに影響を与えた工夫などがあったのではないかと思いました。何かこういう工

夫をすればアクセスが増えるのではないかというような、工夫の部分を具体的に検討して打ち出

していかれれば、もう少しわかりやすい取組の方針になるのではないかと感じました。 

 

○森田委員長 

ありがとうございました。順番にご意見を伺いましたけれども、答えやコメントはございます

か。担当課もそうですし、政策企画課の方もそうですけど。反論でも結構です。 

 

○観光課 

観光課でございます。先ほどのパーセンテージの話ですけれども、３月期の昨年同期との比較

において、３月が３１．４％減ということで、全体的にはここにもありますように、２２年度実

績で９３万９千件、２１年度は約１００万件。計算はしていないのですが、３月期が現実的には

落ちたということでございます。 

また、２０年度から２１年度に増えた要因ですけれども、手元にはございませんので、検討さ

せていただいたうえで、表記の方も検討したいというふうに思います。 

 

○坂野委員 

今の話は、そうしますと前年の４月から２月までについては、アクセス数は増えているという

ことでしょうか。 
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○観光課 

４月から２月のトップページに対するアクセス件数についても下がってきていると。特に３月

期については、これだけ落ち込んだということで御理解いただきたいと思います。 

 

○坂野委員 

少ないスペースなのであまり細かくは書けないと思うんですけど、減っていることの原因とい

うのは構造的なものなのか震災以外の要因なのか、あったような気もいたしますけど。 

 

○森田委員長 

他にいかがでしょうか。 

 

○田谷政策企画課長 

いろいろな御意見ありがとうございました。特にさきほどの総括の判断で、例外規定を３つ設

けて状況を勘案したものについて、「もう少し丁寧な説明が必要ではないか」という御意見は、ま

さにそのとおりだと思っておりまして、総括の判断と同じで、さきほどのお話で、公表していく

ということになりますと、その辺の説明も個々の管理票の中で必要なのかなと思います。当然今

日御説明した５本以外にもそういうものがあろうかと思います。そのへんについては改めて検討

させていただきたいと思います。 

それから数値目標を掲げて、その数字の持つ意味がどういったことなのか、確かに県民の皆様

に御説明する話ですので、たとえば生命のにぎわい調査団員の数が６００人というのは、それく

らい団員がいるとどんなことができるとか、簡単に記述するような工夫をさせていただきたいと

思います。 

それからさきほどの水田の部分もそうなのですが、１７００ha あるとどういうことができるの

かとかいう部分を、簡単に付け足すような工夫をさせていただきたいと思っています。 

 

○森田委員長 

それでは委員の方、他によろしいですか。私も感想を言わせていただきますと、政策評価一般

に言えるのですが、いわゆる県庁の行政組織がどれくらい努力をされたかというアウトプットの

量と、それによって対社会的な目標がどれくらい達成できたかという、いわゆるアウトカムです

ね。アウトカムというのはなかなか数字で把握するのは難しいところがあるのですが、アウトプ

ットとアウトカムの間の因果関係といいましょうか、そこのところが評価票を見ていてわかるよ

うに書いていただきたいという気がします。 

といいますのは、今のにぎわい調査団もそうですけれど、間接的にある事業をするための仕組

みを作るためにどれくらい努力をしたかという話ですと、仕組みができてしまったらいいのかと

いうと、そうではなくて、最終的な結果が重要でしょう。あるいは観光とかそのほかにもありま

すけど、観光のために、県がいかに努力をされたかということもありますけれども、たぶん景気

がよくなるとおのずから観光は増えてくるわけですね。それが、せっかく県が一生懸命努力され

たとしても、政策的に努力をされたとしても景気が悪くなると、最終的に結果が悪くなる。それ

で県の評価が悪いというのは筋の通らない話です。 
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今の話とも共通するのですが、アウトプットの指標がどういう意味を持つのか、そしてそれが

最終的にどのように反映されるのか。そのへんについてもうちょっとクリアにしていただけると

たぶん評価書を読んだ方も「なるほど（県も）頑張っているな」と。「しかしなかなか難しいな」

とか、「結果は良かったけど、必ずしも県が頑張っただけではないな」とかわかると思います。そ

れらが見えてきませんと、せっかく努力をされてもきちんと評価をされないということも起こっ

てくるのかと思います。そのあたりをもう一工夫していただけると更にわかりやすくなって、良

くなってくると思います。 

それでは他によろしいでしょうか。予定されていた時間がまいりましたので終わりにさせてい

ただきたいと思いますが、事務局から何かございますでしょうか。 

 

○田谷政策企画課長 

本日は本当に貴重な御意見をたくさんいただきましてありがとうございました。私どもも手探

りでやっている部分もございまして、本日いただきました御意見につきましては十分に反映をさ

せていきたいと思っております。 

特に最後に委員長からお話のありました評価、なるべくアウトカムの指標の評価ということは

頭では分かっているのですが、どうしてもこれまでの行政の取組というのがアウトプットで物事

を測るということが強うございまして、なかなか各部局とも苦労しているところかと思います。 

松宮委員から御指摘のありました経済状況などのことを考えてみますと、一生懸命アウトプッ

トを出しているのですが、なかなか結果がついてこないこともありまして、そのへんを県民の皆

様によく御理解いただけるような方向について、改めて検討させていただきたいと思っておりま

す。  

そのような形で必要な修正を今後行いまして、改めてとりまとめを行いまして、最終的に遅く

ない時期までに県民の方、あるいは議会に対してご報告をしていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

○森田委員長 

全ての審議が終了しましたが、事務局から何かございますか。 

 

○事務局 

一点補足です。本日の委員会の議事録につきましては、あらかじめ委員の皆様方にご確認いた

だいたうえで、後日公表したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは本日は委員の皆様方には、長時間にわたりましてご審議いただきまして、ありがとう

ございました。以上を持ちまして、第１回政策評価委員会を終了させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 


