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平成２４年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

  

                       日時：平成２４年８月３日（金） 

                            午前１０時から 

                        場所：千葉県教育会館３０３会議室 

 

１．開会 

○事務局 

 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、報道関係者より冒頭部の撮影の申し出がありましたのでご

了承願います。 

 

 ただ今から「平成２４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ご紹介をさせて

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。 

 佐藤委員でございます。 

 新たに就任されました宮入委員でございます。 

  

２．あいさつ 

○事務局 

 それでは、森田知事よりごあいさつ申し上げます。 

 

○森田知事 

第１回目の千葉県政策評価委員会の開催にあたり、一言あいさつ申し上げます。皆様には御多

忙の中、御出席を賜りまして心からお礼申し上げます。 

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」を策定し、本年は、実施計画の

総仕上げの年となっているところでございます。 

 県民の皆様が「くらし満足度日本一」を感じ、誇れる千葉を実現するためには、政策評価を活

用して、目標達成のための手段である施策の状態を常に確認するとともに、手段が有効に機能す

るよう不断の見直しが必要でございます。 
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ともすると評価結果を良く見せようと思ってですね、ちょっと格好つけたりするのですが、私

はそうではないと。みんな一所懸命やっているのだから、ちゃんと見て頂いて、ちゃんと評価し

て、そして、それがまた次への改善策、次への力になるようにやっていかなくてはならないと、

そのように申しているところでございます。委員の皆さまから、ひとつ忌憚のない御意見を頂い

て、これを私たちの糧にしてまいりたいと、そのように思っているところでございます。 

今日のこういう委員会がまさしく明日の千葉県をつくっていくのでございます。 

どうぞ、皆さまのご指導・ご鞭撻を改めて委員の先生方によろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございます。 

 

○事務局 

 続きまして委員長の選任を行います。この件につきましては、各委員の皆さまにあらかじめご

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。 

 それでは、御異議がないようですので、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、森田委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

○森田委員長 

ただいま委員長に選任していただきました森田でございます。よろしくお願いいたします。 

引き続きということで、これからも千葉県の政策評価について尽力をしていきたいと思ってお

ります。申し上げるまでもないことですけども、近年の財政状況は大変厳しい状態に国も地方も

置かれているところでございますので、有効な政策であるかどうかをきちんと評価をして、県の

行政の質を高めていかなければならないと思っております。どのような形で評価をしていくか、

評価制度そのものの見直しというのも必要になってくるとは思いますけれども、いずれにいたし

ましても評価を適正に行うことにより県政の効率化、県民へのサービスの向上に資することがで

きれば幸いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 ありがとうございました。このあと議事に入りますが、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。 

 

○森田知事 

 では、みなさま、よろしくどうぞ。 

 

○事務局 

 本日は全委員の出席をいただくところでございましたが、木村委員が急用のため欠席とのご連
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絡をいただいております。よって、委員５名中４名の出席となりまして、「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２３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２３年度の総括 

 イ．政策分野別の概要 

 

○森田委員長 

はい。それではよろしくお願いいたします。さっそく議事に入りたいと思います。まず議題１

の ア．平成２３年度の政策評価の総括及びイ．政策分野別の概要につきまして、事務局より説

明をよろしくお願いします。 

 

○政策企画課長 

 はい。政策企画課長の田谷でございます。恐れ入りますが着席で失礼させていただきます。 

 まず２３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２３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、執行率が記載されております。 

  

 表の一番下の段に合計欄がございますが、当初予算５，３２６億９５２万７千円、予算現額 

６，３２４億２，９２９万円、決算見込額は５，６１８億４，８３５万３千円となっております。 

 この予算額と決算見込額について若干留意すべき点がございますので補足させて頂きます。 

 まず、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ございまして、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きましては、再掲事業として複数箇所で計上されて

いるものがございましたので、計画事業費の純計とは異なってございます。 

 表に戻りますと、一番右の執行率は上段が８８．８％であり、これは表に記載されております

決算見込額を予算現額で除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、

予算現額から２４年度への繰越分を除き、純粋に２３年度執行分の予算と決算見込額で比べます

と、下段の（ ）内の９４．１％となり、予算は順調に執行されていると考えられるところでご

ざいます。 

 

 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。 
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 表は左から「基本目標」、「政策分野」、「施策」と並んでおります。３５の「施策」には「施策

の総括」として、達成状況の区分を２２年度と２３年度を並べて表示してあり、昨年度より区分

が上がったものは緑で網掛けをし、下がったものは青で網掛けをしてございます。 

 また、施策の総括の右隣は、施策の下に位置付けられています主な取組の総括になります。目

標の達成状況に応じた「主な取組」の数を記載してございます。総括の判断としては、参考資料

２のとおりとなります。 

 表の下の方をご覧いただきますと、３５の「施策」のうち 

 ・「進展が図られている」としたものは８施策で２２．９％ 

 ・「進展が概ね図られている」としたものは１８施策で５１．４％ 

 ・「一部の進展にとどまっている」としたものは９施策で２５．７％ 

 となっております。 

 また、各施策の下に位置付けられている１８１の「主な取組」のうち 

 ・「目標を達成」としたものは９１で５０．３％ 

 ・「目標を概ね達成」としたものは５０で２７．６％ 

 ・「目標に届いていない」としたものは４０で２２．１％ 

 となってございます。 

 

 次に、資料１の２枚目をご覧ください。昨年度との比較となっています。 

 施策につきましては、「進展」が９から８、「概ね進展」が１９から１８へと１つ減ってござい

ます。「一部の進展にとどまった」ものが７から９に、その分２つ増えております。 

 

 また、主な取組ついても、「達成」が９２から９１へ１つ減り「概ね達成」が５３から５０に

３つ減る一方で「目標に届いていない」ものが３つ増えております。 

 

 昨年度に比べ全体的に進捗が遅れているところでございますが、これにつきましては、震災の

影響があったのではないかと考えております。 

 

 例えば、下の表にございます「昨年度と区分の変更があった主な取組一覧」の主な取組欄では、

上から３つ目の「防災連携体制の確立」は、指標といたしまして、「防災訓練の実施」を設定し

てございましたが、震災の影響で中止となっており、指標の判断という点では目標に届かないと

いう形となっております。このように震災の影響があった取組が、その表では６割弱程度あった

のではないかと分析させて頂いております。 

 

 これまで目標に届いていない取組の例を挙げますと 

 講座や事業等の参加者数など、いわばアウトカム的な指標で高めの目標を置いた取組ですとか 

市町村など関係者との協議や理解、又は関係者の体制整備が必要な取組等がございましたが、 
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２３年度はこれに震災の影響が加わったものと考えております。 

 

 資料２をご覧ください。 

 資料２は、１０の「政策分野」と「計画の推進に当たって」につき１枚ずつ作成しており、全

部で１１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社会目標を

グラフの形で掲載し、右に政策分野の総括をしてございます。 

 下段には、各政策分野の下に位置付けられている施策を並べており、枠内は施策の目標、総括、

概要、課題、今後の取組が記載してございます。 

 

 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」をご説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 総括にありますとおり政策分野１に掲げた６つの社会目標は概ね順調に推移しており、各施策

も「犯罪の起こりにくいまちづくりの推進」など概ね良好な進捗状況と考えております。 

 今後は東日本大震災の経験を活かし、災害に強い県づくりの推進や危機管理体制の確立等取組

の見直しや強化を図り、安全に暮らせる社会づくりに向けた取組を推進いたします。 

 次に下段の①「犯罪の起こりにくいまちづくりの推進」をご覧ください。 

 これは、上段の６つのグラフの一番左の列にございます指標「刑法犯認知件数」や「自主防犯

団体の数」の関連施策となります。 

 「施策の概要」は（２）をご覧いただきたいのですが、平成２３年の「ひったくり発生件数」

につきまして、「ひったくり防止ちばカエル作戦」をはじめ、様々な取組を行った結果、ひった

くりの発生件数は半減いたしまして、１，０６７件となり全国ワースト６位へと改善されている

ところでございます。 

 「課題」は、平成２３年の振り込め詐欺犯罪発生件数が前年比で２倍以上に増加し深刻な状況

にあることでございます。 

 「今後の取組」は、各団体・市町村・警察等と連携・協働し、安全で安心なまちづくりを進め

てまいります。特に、振り込め詐欺の撲滅対策及びひったくりの防止対策に取り組んでまいりま

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」をご説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 総括にありますとおり、政策分野２に掲げた４つの社会目標については、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展が遅れている施策もあり、２４年度目標の実現に向

けまして、一層の取組が必要です。 

 そのため、医療体制の整備、生活習慣病予防対策や介護サービス基盤の整備等の取組強化を図

り、県民一人ひとりの生涯を通じた医療・福祉・健康づくりに向けた取組を推進して参ります。 
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  次に下段の②「生涯を通じた健康づくりの推進」をご覧ください。 

 これは、上段の４つのグラフのうち右上にございます指標「自分が積極的に健康づくりに取り

組むことができる環境にあると感じている県民の割合」等の関連施策となります。 

「施策の概要」は、（１）にもあるとおり、特定健診・特定保健指導を担う人材育成のための

研修を行うとともに、食を通じた健康づくり事業を実施することでライフステージに応じた生活

習慣病対策に取り組むものでございます。 

 なお、この取組で掲げている指標は、特定健診の受診率といったアウトカム的な指標であり、

国で示す目標値に即して高めに設定しているせいか、目標には届いてございません。 

 「課題」は、学童期からの正しい生活習慣の定着を県民に広く働きかける必要があり、また、

独居高齢者等に対する訪問栄養相談を地域ぐるみで充実させる必要があると考えております。 

 「今後の取組」は、学童期からの正しい生活習慣の定着に取り組むとともに、高齢者を対象と

した食生活の改善を支援するなど、今後もライフステージに応じた生活習慣病の予防を推進して

まいります。 

 

 次に３枚目の政策分野３「豊かな心と体を育てる社会づくり」をご説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 そこにありますとおり、政策分野３に掲げた４つの社会目標のうち、「国際交流・協力団体数」

を除いた３つの指標がほぼ横ばいの傾向にあり、２４年度目標の実現に向けて、一層の取組が必

要でございます。 

 ２３年度は震災等の影響等により、の目標を達成できなかった指標がありましたが、今後とも、

国際化の進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て参ります。 

 次に下段の、①「国際交流・多文化共生の推進」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左上にございます指標「国際交流・協力団体数」の関連施策となりま

す。 

 「施策の概要」は（１）にあるとおり、友好関係にあるドイツ・デュッセルドルフ市長が本県

を訪問するとともに、同市で開催された文化・市民交流祭「日本デ―」で千葉県ブースを出展し

本県のＰＲを行うなど、様々な交流事業を行っています。 

 「課題」は、国際交流、国際協力を進める中で、民間を主力とした交流、協力をさらに拡大し

ていくことが重要であり、より多くの団体の関与・参画を促進するため、文化・芸術・スポーツ、

技術協力などの幅広い分野で新たに参加して頂ける団体を得ることが必要です。 

 「今後の取組」は、震災に伴う影響が長期化しており、海外からの受入れ事案が震災前に比べ

減少することが危惧されますが、知事のトップセールスによる国際交流や「チーバくん大使」に

よる情報発信を展開するなど、国際交流・国際協力事業を一層活性化させ、併せて民間の参加団
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体数の増加に努めてまいります。 

 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」を説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 総括にありますとおり、政策分野４に掲げた６つの社会目標のうち１つの社会目標は既に目標

値に達しており、他の５つの社会目標も概ね順調に推移しております。しかし、県の取組として

は、震災の影響もあり、昨年度に比べ、一部の進展にとどまっている状況でございます。 

 今後とも、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

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。 

 次に下段の①「地球温暖化対策の推進」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左上にございます指標「家庭一世帯当たりのエネルギー使用量の削減

率」の関連施策となります。 

 「施策の概要」は、（１）にあるとおり、環境学習に取り組んでいる県民・市民活動団体・事

業者・教育機関などと連携して、一般県民に環境問題に対する理解を深めてもらうための県民環

境講座や環境学習指導者を養成するための講座等を開催し、主体的に行動できる人づくりやネッ

トワークづくりの推進を図りました。 

 「課題」は、環境学習への参加者の年齢層が高年齢化していることから、若者などをターゲッ

トにしながら環境学習を積極的に推進していく必要があることでございます。 

 「今後の取組」は、環境学習に取り組んでいる県民・市民活動団体・事業者・教育機関などと

連携して、参加者の年齢層にも配慮しながら、主体的に行動できる人づくりやネットワークづく

りを推進いたします。 

 特に、県が主催する環境学習の機会につきましては、週末の開催や家族で参加できる企画とす

るなど、幅広い年齢層の参加を促進いたします。 

 

 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。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 政策分野１に掲げた２つの社会目標のうち１つが順調に推移していますが、もう一方について

は、やや目標値から乖離いたしました。 

 保育所定員数は順調に増加しているものの、女性の社会進出の増加や、ひとり親家庭といった

社会的な要因により、待機児童数については解消に至っておらず、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

せる取組みを推進いたします。 

 次に下段の、①「子育てを支える環境の充実」をご覧ください。 

 これは、上段の２つの指標の関連施策となります。 

「施策の概要」は、（１）にあるとおり、国の交付金により造成した基金を活用し、保育所の
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整備に努めた結果、定員を約１，３００人以上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、入所児童の処遇や保育士の待遇の改善を

図っているところでございます。 

 「課題」は、依然として入所待機児童が生じている原因は、企業の雇用形態の変化に伴い、女

性の社会進出の増加や、ひとり親家庭といった社会情勢を反映し、都市部を中心に増加したこと

によるものと思われます。 

 「今後の取組」は、入所待機児童の解消に向け、保育所の整備等による保育サービスを拡充す

るほか、すべての子供・家庭への支援として、地域での子育て支援を促進してまいります。 

  

 次に６枚目の政策分野２「笑顔輝く、未来支える人づくり」をご説明します。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 政策分野２に掲げた５つの社会目標については、概ね慎重傾向にあります。また、県の取組と

しては必要な取組を講じているものの進捗が緩やかな指標もあり、２４年度目標の実現に向けて、

一層の努力が必要です。 

 そのため、教育環境の整備や一人ひとりに対応した特別支援教育の推進等について一層の取組

強化を図るなど、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いたします。 

 次に下段の、①「社会の中で個性が輝く『人間力』の醸成」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左上にあります指標「学校評価における保護者アンケートにおいて、

子どもの様子に関する項目について『満足』『おおむね満足』と回答した保護者の割合」等の関

連施策となります。 

 「施策の概要」は、（１）にあるとおり、道徳性を高める実践的人間教育を推進するため、平

成２２年度に中学校用及び高等学校用映像教材を作成・配布し、平成２３年度は全ての中学校及

び高等学校で活用されました。また、道徳教育映像教材資料と小学校用の映像教材を作成いたし

ました。 

 「課題」は、道徳教育映像教材の効果的な活用や研究指定校との協力による研究や検証を推進

していくことでございます。 

 「今後の取組」は、道徳教育推進委員会において、道徳映像教材や高等学校用の読み物教材を

中心とする道徳教育の充実・方策等について検討するとともに、道徳教育映像活用推進校と読み

物教材活用推進校との協力による研究、検証を実施してまいります。 

 

 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」を説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 政策分野１に掲げた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２３年の実

績値が判明しておりません。しかし、震災及び原子力発電所の事故の風評等の影響により、減少

することが見込まれております。 
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 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。 

 次に下段の、②「千葉の飛躍拠点である成田国際空港の機能拡充」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左下にございます「成田空港の航空旅客数」の関連施策となります。 

「施策の概要」は、（１）にあるとおり、年間発着枠３０万回の合意が LCC の新規就航等の新

たな航空需要を呼び起こしており、成田空港の新しい動きを県勢発展につなげるため、経済、交

通、観光などの様々な分野の委員で構成する「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」を立

ち上げたところでございます。 

 「課題」は、引き続き地元の理解と協力を得ながら、年間発着回数３０万回に向けて空港機能

の拡充を進める必要があるということでございます。 

 「今後の取組」は年間発着回数３０万回に向けて空港機能の拡充を進めるとともに、「グレー

ド・アップ『ナリタ』活用戦略会議」において提言をとりまとめ、成田空港の更なる利用促進と

本県経済の活性化を図るところでございます。 

 

 次に８枚目の政策分野２「挑戦し続ける産業づくり」をご説明します。 

 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２３年度の実績値がまだ判明し

ていませんが、震災や円高の影響等もあり、「県内製造品出荷額等」などの数値は厳しい状況で

あるのではないかと思われます。 

 今後も引き続き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、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。 

 次に下段の、②「中小企業の経営基盤の強化」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの上部に並んでいます指標「県内製造品出荷額等」や「県内年間販売額」

の関連施策となります。 

 「施策の概要」は、（１）にあるとおり、震災や円高などにより厳しい経営環境にある中小企

業の経営を支援するため、県の制度融資に「震災復興」の融資制度を設けるなど資金調達の支援

を行ったほか、チャレンジ企業支援センターにおいて窓口相談を実施するとともに、専門家で構

成するサポートチームの被災企業への派遣等の支援を行いました。 

 「課題」は、引き続き県内中小企業の立場に立った窓口相談や各種支援を行っていく必要があ

るほか、厳しい経営環境の変化に対応し、経営基盤の強化や発展を図るために有効である経営革

新制度の普及・啓発を促進し、経営革新計画の作成支援を行うことが重要でございます。 

 「今後の取組」は震災で被害を受け、特に支援の必要な中小企業に対しては、チャレンジ企業

支援センター登録の各分野の専門家で構成するサポートチームを無料で派遣し、企業に適した経

営再建計画書等を作成し、中小企業の経営再生を総合的に支援することでございます。 
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 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」をご説明します。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 政策分野３に掲げた２つの社会目標は、平成２３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の取組みを進めていきます。 

 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」においてマーケット需要に対応した農産物の力強い産地づくり、担い手確保・育成等

を図り、また、震災により被害を受けた生産基盤などの復旧や福島第一原発事故に伴う放射性物

質による影響に対しても適切に対応し、豊かな生活を支える食と緑づくりに向けた取組を推進い

たします。 

 次に下段の①「農林水産業の生産力強化と担い手づくりの推進」をご覧ください。 

 これは、上段の２つの指標の関連施策となります。 

 「施策の概要」は、震災のところで触れますと、（５）にあるとおり、震災により被害を受け

た農林水産業の生産基盤などの応急復旧を行うとともに、震災の影響ができるだけ作物の生育に

及ばないように技術指導するなどの対策を講じました。 

 また、福島第一原発事故に伴う放射性物質の影響による農林水産物の出荷制限・自粛や風評被

害に対し、モニタリング検査の実施や公表、被害を受けた生産者の損害賠償の相談窓口の設置な

どの対応を行いました。 

 「課題」は、震災による被害や放射性物質の影響に対し、県として適切に対応していくという

ことでございます。 

 「今後の取組」は、震災により被害を受けた農林水産業の生産基盤などの本格的な復旧対策に

取り組みます。また、放射性物質の影響に対し、安心して県産農林水産物を食べていただけるよ

う、引き続きモニタリング検査などを実施してまいります。 

 

 次に１０枚目の政策分野４「活力ある交流拠点・基盤づくり」を説明いたします。 

 一番右の「総括」をご覧ください。 

 政策分野４に掲げた４つの社会目標のうち「乗合バス車両の低床化の割合」につきましては、

現時点で２３年度の実績値が出ていないものもありますが、「県都１時間構想達成率」につきま

しては、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ところでござ

います。 

 引き続き、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推進してまいります。 

 次に下段の②「交流基盤の強化」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左上にございます指標「県都１時間構想達成率」の関連施策となりま

す。 

 「施策の概要」は、（２）にあるとおり、首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路等の
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高規格幹線道路の整備を促進するとともに、こうした高規格幹線道路等の整備効果を県内各地に

波及させるため、銚子連絡道路等の地域高規格幹線道路や国道・県道の整備を進めたところでご 

ざいます。 

 なお、圏央道が２４年度供用開始になりますと、社会目標の目標値が８９%達成されることに

なりますことをご参考までに申し上げます。 

 「課題」は、首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路などの高規格幹線道路等の整備に

ついて、引き続き地元市町村と関係団体との連携を図りながら、事業促進をさらに国に働きかけ

ていくことが必要と考えております。 

 「今後の取組」は、首都圏中央連絡自動車道等について、地元市町村及び関係団体と連携を図

りながら、事業促進を国に強く働きかけることでございます。 

  

 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。 

 一番右の「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ご

ざいます。 

 次に下段の①「チームスピリットの発揮」をご覧ください。 

 これは、上段のグラフの左にある指標「県・市町村と市民活動団体との協働事業の件数」と関

連しております。 

 「実施状況」は、（１）にありますとおり、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ました。

その結果、県・市町村と市民活動団体との協働事業件数が３７０件に増加してございます。 

 「課題」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あると考

えております。・ 

 「今後の取組」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

ってまいります。 

 政策分野別の概要につきましては説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○森田委員長 

 どうもありがとうございました。それでは、ただいま事務局から平成２３年度の総括及び政策

分野別の概要の説明がありましたが、何かこれにつきましてご質問等ございましたらお願いしま

す。では坂野先生お願いします。 
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○坂野委員 

 ご説明ありがとうございました。前回もそう思ったのですが、グラフで表示されるので、全体

的にどういう状況でどうなのか、ぱっと見るのにとても役に立つなという感じは前回も思ったと

おりなんですが、細かい話ですが、まだ改善できるかなというところがいくつかあるような気が

しています。 

一つは指標が変化したときに、それがどういう原因で変化したかに関して、直観的にぱっと分

かるものもありますし、なかなか分からないものもあります。 

一例で言いますと、満足度の話で、Ⅱの「千葉の未来を担う子どもの育成」の政策分野２「笑

顔輝く、未来支える人づくり」のところで、一番最初の保護者で満足した人の割合というものが

わずかですが徐々に上昇傾向にありますが、これが何で増えているのかに関して、表の下を見る

と、道徳映像教材を配ったりとありますが、本当にこれだけで増えたかというとなかなか分かり

にくいところがあったりですとか、あるいは、例えば、雇用の創出の話が次の、次のページに出

ていますけども、雇用は平成２０年度から徐々に徐々に上がっていますが、これは本当に県がや

った施策が効果があって上がったのか、もう少し言うと、成田の旅客数の削減、これも例えば羽

田の国際化がすごく影響しているのではないかと思いますけれども、これについては、言及され

ていなかったりと、網羅的にシステマティックに、これだけの資料ですから詳細な分析を全て書

くことは、できないんだと思いますが、主要な要因について、できるだけ言及されていて、それ

に基づいて政策評価なり今後の課題について触れて頂く方が、読み手としては、なるほど、とい

うことが分かるのだと思います。 

全体的な大きな話としてはこれぐらいです。 

 ひとつだけ指標で気になったのは、エネルギーのところで、環境で「一世帯あたりのエネルギ

ー消費量」が減ってるんですけど、これは、世帯人員数が、多分減っているので、世帯人員数が

減れば、当然のことながら世帯エネルギー消費量が減りますので、だとすると、これは適切な指

標ではなくて、一人あたり消費量等にした方が良いかもしれないと思います。細かく見ていくと

色々あるんですが、おおまかに見ますと、この１点が気になりました。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。他の委員の方いかがでしょうか。 では、佐藤委員いかがでしょう

か。 

 

○佐藤委員 

 私からは資料１の２枚目に掲載されている「参考」の昨年度との区分の変更があった主な取組

一覧がありますが、これについて質問したいと思います。緑とブルーとに色分けされていますが、

ブルーの方が目標達成状況がランクダウンした、下がったということですね。先ほどのご説明だ

と、震災の影響が当然あるということですが、従来から啓蒙的なものに関してはなかなか成果が

表れにくいとか、あるいは他機関の協力を得なければ難しい、達成しにくいというということで
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すが、逆に、目標に届かなかったものが達成しているという、２ランクアップしているものが 

１０項目ぐらいございます。これに関しては、なぜ、ランクアップしたのか、何か分析をされて

おられますか。あるいは、何か傾向がありますか。このランクアップしたもののなかにも、震災

の影響があるのか。あって、なおかつそれを相殺して目標達成できた、ランクアップしたのか、

このあたりの分析がなされているかどうかという部分でございます。 

 

○森田委員長  

ありがとうございました。では宮入委員お願いします。 

 

○宮入委員 

 ご説明ありがとうございました。今年度から初めてですので、非常に基本的な質問で申し訳ご

ざいませんが、確認させていただきたいと思います。「目標達成」、「概ね達成」、「届いていない」

という表の見方ですが、資料の２の総括の中で、進展が図られている、概ね進展が図られている、

一部の進展にとどまっている、という表現とその下に、各分野の中での取組の当初予算額に対し

て、「目標を達成している」、「概ね達成」などありますが、これらの関連について、解釈の仕方

を教えていただけたらと思っています。 

 

○森田委員長  

はい。それでは、お答え頂けますか。 

 

○政策企画課長 

 ありがとうございました。坂野先生から、指標の変化の主要な要因について、言及が必要では

ないか、とのご指摘がございました。これについては、震災以外の要因についての記述は、確か

に不足している部分がございましたので、上位の施策の指標が目標に対して遅れているというも

のについては、やはりそれなりの記述が必要かと思いますので、今後対応させていただきたいと

考えております。 

 それから、エネルギー使用量は、確かに世帯人員が減ってまいりますと世帯使用量が減ってい

きますので、そういった点で、一人当たりというデータがあるかどうか、この場で確認できませ

んが、場合によっては、そのような指標についても検討していきたいと思います。 

 それから、資料の１の方の昨年度と区分変更があったものの分析ですが、説明の中では震災の

影響があったのではないかというふうに申し上げましたけれども、例えば、「災害に強い県づく

りの推進」のところで、「防災連携体制の確立」は、「達成」から「目標に届かず」というように

なっていますが、指標が防災訓練の実施ということになっておりまして、この関係が震災の影響

で防災当局が訓練をやっている時間がなかったということもありまして（実際になかったと）、

その下の４の石油コンビナート施策につきましても、これも防災訓練の実施ができなかったため

に達成できなかったですとか、３の②の５の「千葉アイデンティーの醸成」について、６月１５
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日県民の日の関連行事の実施数を指標にしていましたが、震災の影響で先送りにされてしまい、

概ね、この行事の関係ですとか、あるいは、経済関係の指標ですと、基本目標のⅢ「経済活性化

と交流基盤の整備」の１「千葉の輝く魅力づくり」の①「光輝く千葉の魅力発信」につきまして

は、これも、指標の中に輸出に取り組む生産者団体への支援ですとか、千葉県民芸術祭の実施で

すとか、成田空港の国際物流の関係を指標にしていましたり、これにつきましても、震災関連の

影響で成田空港の物流も相当落ちたとか、そのあたりが影響しているのだと思います。ただ、こ

こに書かれているのが全てが全て、申し上げましたとおり震災の影響ではなく、県だけで対応で

きない部分、市町村の協力ですとか関係機関との対応といったものが必要なものにつきまして、

関係機関の協力・理解が得られなかったことという原因によって、目標達成できなかったという

ものもございます。 

 

それから宮入委員からご指摘がございました総括のところの「進展が図られている」「概ね進展

が図られている」「一部の進展にとどまっている」のところと、その下の青いところにあります

当初予算額と主な取組の同じような表現の関連についてですが、個々の部分で、例えば、資料２

の１枚目の①でいいますと、「犯罪の起こりにくいまちづくりの推進」については、当初予算額

と主な取組というのは、横に書いていますけど、これは予算ベースで達成したということではな

く、それぞれの施策の中に主な取組ということで、全部で１８１の主な取組がぶらさがっていま

して、そこにも指標が張り付けてございまして、それぞれの指標についての達成についての分析

です。上の黄色い部分の総括につきましては、政策レベルの指標についてでございます。あくま

でも主な取組みの評価とは別となっています。施策分野でみますと、１Ｐだと６個の指標、６個

の指標がどうだったか、という記載です。以上でございます。 

 

○森田委員長 

 今のお答えについて、佐藤委員から何かありますか。 

 

○佐藤委員 

 私の質問の趣旨がうまく伝えられなかったかもしれません。目標達成状況が下がったものでな

く、逆にあがったものについて、２２年度が「届かず」と書いてあって、２３年度が「達成」し

たもの、要するにそれは、２ランクアップしているわけですが、そういった場合の要因といいま

すか、成功要因といっていいかどうか分かりませんが、これについて、どういうふうな分析をさ

れているのか、というのが質問でございました。 

 

○政策企画課長 

 すみません、ついつい私ども行政としては、ダウンしたものの理由を探すことが中心になって

しまいまして、ランクアップしたものについてはおそらく執行部が頑張ったなど色々あると思う

のですが、要因分析としましては、ちょっと。すみません。 
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○坂野委員 

 佐藤委員の質問と関連するのですが、全体の総括のところで、資料の表の形で、「変化した」、

「変化していない」とご用意していただいたので、それはとても良いのですが、それをどう読ん

で、どう評価するかという総括的なコメントとか分析で、なぜ全体的に下がったものはどういう

理由か、先ほど口頭でご説明されたのですが、もう少し文章表現されて、例えば、なぜうまく上

がったのかということに関して、全体的な総合計画を進行するうえで、そのことが持っている意

味はどういう意味で、「概ね大丈夫だから」とか、逆に、「相対的に見た際に、こういう点に気を

つけなければいけない」などコメントとして書かれると良いのではないかと思います。 

それから、先ほど言い忘れたのですが、農林水産業のところの評価表ですが、実態でやってい

る農林水産業の総合計画を見させて頂いたのですが、総合計画の中には、いっぱい色々良いこと

が書いてあって、例えば、環境にやさしい農業の推進だとか、少なくとも千産千消の話も書いて

あって、そのことが評価表の方にほとんど反映されていなくて、やっている事業の内容とか、規

模から言って、本当にこの評価表で総合計画の内容を評価することが適切かどうか、これはとて

も気になりました。付け加えさせていただきました。 

 

○森田委員長  

宮入委員よろしいですか。 

 

○宮入委員 

 まだ少し分かりづらいところがあります。総括と各①②の項目の予算と主な取組みとが、予算

の執行を基準にしていないというお話でしたが、そうすると、当初の予算額がどういう意味があ

るのでしょうか。このあと取り上げる主な取組みの事業のなかで、具体的なお話があると思いま

すが、先ほどから佐藤委員からもお話が出ているように、目標自体をどうするかという問題もあ

ります。最初にあげられている防災連携ですと、例えば、来年度になると、今年は防災訓練がで

きましたので、ランクアップの方に入ってくるという、ちょっと不思議な事態が有り得るのかな

ということです。目標の達成や、概ね達成ということを、どういう基準で評価したらよいのかと

思います。これから慣れてくると分かってくるのかもしれませんが。 

 

○森田委員長  

ありがとうございました。一言、言わせていただきます。 

 この点については、この計画を作ったときから、このやり方をやっていますので、それ自体は

経年変化が見られて、良くなった、悪くなった、という評価になっていますが、少なくとも総合

評価のデータを県民の方に発表するわけですよね。その場合、下がったところが多い場合、県民

の方は県がどうしているのかなという印象をお持ちになると思います。その意味でいいますと、

評価の情報について、もう少し、佐藤委員の意見にもありましたが、さらに説明を加える必要が

あると思っております。 
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 といいますのは、ひとつ先ほどありましたように本当の災害が起こったために、訓練ができな

くなったので下がったというのは、ちょっと変な話であって、むしろ本当の災害の際にどう対応

したか、訓練の成果を生かせたかどうかというのが、本当の県のやった行政の評価の対象になる

べきであると思います。そういう意味でいいますと、この枠組みでやっていることについて、一

定の条件のもとでやっているわけですが、それ以外のことも含めて総合的な評価というのをどこ

かで言う必要があるのではないかと思います。そもそも資料２の方で掲げられています左上のグ

ラフの指標ですが、前にもそういう指摘があったかと思いますけれども、一つは県民がどのよう

に意識したかといういわば主観的なアンケート結果など、もうひとつは、ある事業を行うために

団体をつくったなど、いわば媒介項がアウトプットの指標として使われているわけでして、これ

とあと、最終的なアウトカム指標というのもあります。これは先ほどご指摘ありましたが、他の

要因が入ってくる要素があります。その辺につきまして、これを全部について細かく説明すると

情報量が多くなり細かくなってしまいますが、いくつかそういうものについて、きちんと整理を

しておく必要があるのではないかと思います。たとえていうと、失業率高いので色々と県は施策

を出していらっしゃると思いますが、失業率は行政上の施策でそれほど大きく変わるわけではな

くて、景気がちょっと良くなると、すぐに結果が良くなるわけですね。その辺について県がされ

ていることを評価すると、どのようになるのか。県があまり何もしなくても景気が良くなれば、

自然に失業率が下がりますのでそれは、県がよくやっているというのとはちょっと違うように思

います。逆の場合も同じだと思います。 

３点目になりますが、「目標達成」、「概ね達成」について参考資料の２で、以前にも一度指摘

しましたが、目標を達成した行政活動目標の数が７割以上で目標達成というのは、ちょっと甘い

のではないかという気がしています。半分やっていると目標を概ね達成、これは指標の作り方も

色々あると思いますが、県民の方の目線、受け止め方を考えたときに、もう少し丁寧に説明する

か、工夫が必要かなという印象を持っています。今回は、現在の計画に沿ってこういうやり方で

やっているので、途中で変える必要はないと思います。 

以上が私のコメントです。それではよろしいでしょうか。 

 

３．議題 

（１）平成２３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みについてご説明していただきたいと思います。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、機能していないとしますと、その要因

や改善策は何かといった点に言及していただきたいというように思っていますのでよろしくお

願いします。なお、質問等は、具体的な主な取組み５つの説明が全て終わったあとで、まとめて

行いたいと思います。 



17 
 

では、はじめに主な取組「防災連携体制の確立」について、担当課よりご説明願います。説明

時間は大体５分以内にお願いします。 

  

○危機管理課 

 資料の５の１Ｐをご覧ください。防災連携体制の確立ということで、施策目標が地震や風水害

など災害に強い体制づくりと防災基盤の整備を進めますということで、指標は平成１９年度にと

りまとめました。従来、被害想定のうち最も大きい被害想定であります、「東京湾北部地震によ

る被害」、それから「火災による死者数」でございます。火災の死者数につきましては、下段の

表にございますが、平成１８年度以降、増加傾向にあった火災の死者数が、消防法による設置が

義務付けられております住宅用火災警報器の普及が進みつつあることから、Ｈ２３年度減少傾向

に転じております。 

 主な取組の概要でございますが、地震等の発災時に迅速かつ的確な対応を図るための体制の構

築を図るとともに、被害を最小限にとどめるため、九都県市合同防災図上訓練を実施したところ

でございます。 

 また、東日本大震災の課題や教訓を踏まえ、自助・共助・公助が一体となることにより、地域

防災力の向上、津波対策の強化・推進、液状化対策の推進、帰宅困難者等の対策の推進を見直し

の方向性として地域防災計画の修正の基本方針を決定したところでございます。 

 行政活動目標でございますが、防災訓練の実施ということで、目標値は九都県市合同防災訓練

が１回、図上訓練が１回でございましたが、先ほどもご議論がありましたところですが、九都県

市合同防災訓練についてはできませんでしたので、図上訓練１回ということになっております。 

 しかしながら、昨年の３月１１日の東日本大震災発災により、災害対策本部を３月１１日から

５月２６日までの７７日間設置して、市町村消防等の防災関係機関、それからボランティアなど

と連携した災害応急活動を行い、教訓や早急に取り組むべき課題が得られたところでございます。 

 主な課題でございますが、帰宅困難者等は、都県を越えて広域に発生することから、情報の提

供のあり方や一時滞在施設の確保など周辺都県市と連携した取組の推進が重要となっていると

ころでございます。また、高齢者や障害者などの災害時要援護者への対応についても課題となっ

たところでございます。 

 今後の取り組みでございますが、帰宅困難者等対策として国・都県・企業・団体等３２機関で

昨年度設立されました「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」や「九都県市首脳会議」等にお

いて周辺都県市との一層の連携強化を図って参ります。それから県民や事業者、県市町村等の 

役割や取組事項を明らかにすることにより、防災意識の高揚を図り県内全域の防災力の向上を図

るため、今後見直しする地域防災計画との整合性を図りながら自助・共助の強化につながるよう

うに「（仮称）防災基本条例」を制定いたします。以上でございます。 

 

 

○森田委員長 
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 ありがとうございました。それでは、続きまして「救急医療体制の整備」のご説明を担当課か

らお願いいたします。 

 

○医療整備課 

 健康福祉部医療整備課でございます。私の方からは、救急医療体制の整備について、ご説明さ

せていただきます。お手元の資料の２Ｐ目をご覧いただければと思います。 

  まず、施策の目標でございますが、「県民が安心して良質な医療を効率的に受けられる体制を

目指します」と記載させて頂いております。指標でございますが、「救急隊患者平均搬送時間」

というものを指標にさせていただいております。これは、いわゆる１１９番通報がありましてか

ら、救急車が患者さんの自宅あるいは事故発生現場へ向かいまして、それから救急病院に収容す

るまでの時間の全県の平均値をとったものでございます。ずっとＨ１７年から増加傾向にござい

まして、２４年度目標は３８．７分としているところでございますけれども、現状では今のとこ

ろ伸びてきているというところです。この理由といたしましては、救急搬送の件数そのものも、

人口の高齢化に伴いまして増えてきております。こういったことによりまして、搬送時間が増加

しているものというふうに考えております。 

 次に主な取組の概要でございますけれども、まず東葛飾地域および香取海匝地域におきまして、

救急コーディネート事業を実施いたしました、またドクターヘリの活用を図るために運営費の補

助を行っているところでございます。また２４年の４月ではございますが、東葛北部保健医療圏

において新たな救命救急センターの指定を行ったところでございます。 

 Ｈ２３年度の行政活動目標でございますが、主に救急患者のうちでも重症者に対応いたします

救命救急センターおよび救急基幹センター数を指標にしております。現状が救命救急センターが

９箇所、救急基幹センターが７箇所で、目標としては、増加を目指しますというところなのです

が、２３年度の時点では、箇所数に変化がございません。 

 ２の総括でございますけれども、ドクターヘリの方は出動実績が着実に増加をしております。

また、先ほど触れましたが、今年の４月１日付けで柏市の東京慈恵会医科大学附属柏病院を新た

に救命救急センターに指定をいたしました。これは、従来の救急基幹センターでございましたの

で、救急基幹センター１箇所が減って、救命救急センターが１箇所増えたという形になっており

ます。 

 課題でございますけれども、まだ救命救急センター未指定の保健医療圏が県内ございますので 

新たな救命救急センターの指定に向けた検討を行いますとともに、ドクターヘリの活用、救命救

急センターの機能強化ということが課題であると考えております。 

 今後の取組みでございますけれども、新たな救命救急センターの指定に向けて医療機関や市町

村等との協議を行ってまいりたいと考えております。 

 また、ドクターヘリのより有効な活用のために格納庫等の整備について進めますとともに救命

救急センターの施設・設備整備に対して引き続き補助を行ってまいります。以上でございます。 
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○森田委員長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして「仕事と家庭が両立できる環境の整備」につ

きまして担当課よりお願いします。 

 

○雇用労働課 

 雇用労働課でございます。３Ｐをご覧ください。２－１－①－５とございますが、上位施策の

①は、「子育てを支える環境の充実」ということでございまして、その中身といたしましては、

保育所の施設整備や子どもの医療費助成の充実、また、県立児童福祉施設の整備など５項目の取

組が位置付けられております。その５項目めの取り組みといたしまして、この「仕事と家庭が両

立できる環境の整備」が位置付けられております。上位施策の目標ですが、先ほどの「子育てを

地域社会全体で支える環境の充実」ということでございまして、その指標である「子どもを生み

育てやすいと感じる家庭の割合」は、グラフのとおり順調に推移しているところです。 

 ５番目の取組みであります「仕事と家庭が両立できる環境の整備」につきましては具体的な施

策といたしまして、ワーク・ライフ・バランスの普及・促進などを挙げておりまして、主な取組

の概要は記載のとおりですが、ワーク・ライフ・バランスの推進を県民や企業に働きかけたり、

また、企業の両立支援のための社内制度を検討する際などにアドバイザーを派遣するという事業

を行っております。 

右側をご覧いただきまして、指標でございますが、一つ目に「（補）一般事業主行動計画の策

定数」をあげてございます。この行動計画というのは、次世代育成支援対策推進法という法律で

従業員が１０１人以上の企業には策定が義務付けられているものですが、策定が義務付けられて

いない従業員１００人以下の企業で、この計画の策定を増やそうというものでございます。 

２つ目の「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」 これは、子育て中の社員への配慮がさ

れている会社など、両立支援に向けて積極的な会社、これは自薦、もしくは他からの推薦で県に

登録するというものでございまして、２３年度末で５５０社の登録を目標としたものでございま

す。 

３つ目のワーク・ライフ・バランスセミナーの参加者でございますが、企業向けや県民向けに

気運の醸成を図るために実施しているセミナーの参加者数でございまして、総計７５０名を目標

としたものでございます。残念ながら、それぞれの指標での実績値につきましては、目標に届か

なかったという結果でございました。 

総括のところの一行目「なお」以下に書かせていただきましたが、ワーク・ライフ・バランス

につきましては、法制化、法律の方の制度が進んでいることもございまして、平成１７年度から

隔年で実施をしております、企業のワーク・ライフ・バランスへの取組状況アンケート調査、お

手元の資料の次のページから参考ということで付けさせていただいているところでございます

が、こちらをご覧いただきますと、例えば５Ｐの資料、図表２というところなどをご覧いただき

ますと、企業における両立支援のための休暇や短時間勤務などの制度化というのは、年を追うご

とに徐々に進んでいるという状況が見られます。また企業のワーク・ライフ・バランスに対する
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考え方といたしまして、資料の７Ｐをご覧いただきますと、図表６というのがございますが、ワ

ーク・ライフ・バランスについての考え方というのがございまして、企業ではこの４つ並んでい

るグラフの一番下が昨年度ですが、ワーク・ライフ・バランスに積極的な回答、例えば、若い世

代の人材確保において必要不可欠な考え方であるとか、多用な経験を持つ社員の増加につながり

企業の業績に好影響があるといったような、好意的な認識というのが６６．７%、（左３つ足しま

すと６６．７％）ということで、前回調査より１２ポイントほど増加しているという状況が見ら

れます。ただ一方で、制度の導入につきましては、コストがかかる、とか、社員の共感が得にく

いといったような消極的な意見も３割近くある状況でございます。恐縮ですが、先ほどの３ペー

ジにお戻りいただきまして。 

こうしたことから、課題といたしましては、仕事と家庭が両立できる環境の整備を進めるため

に、企業によるワーク・ライフ・バランスの取組みの促進、また、取組みの際のきっかけづくり

に向けて効果的な手法を講じていくことが必要だというふうに考えております。このために今年

度は、企業の取組事例集といったものも作っておりますが、これの活用や、商工会や商工会議所

などを通じての周知を進めることとしているところです。また、引き続きセミナーの開催や、“社

員いきいき！元気な会社”宣言企業の登録拡大などに取組みまして、仕事と家庭が両立できる環

境の整備を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。それでは続きまして「戦略的企業誘致の推進」につきまして担当課

からご説明をお願いします。 

 

○企業立地課 

 企業立地課でございます。よろしくお願いたします。１０Ｐをお開きください。 

まず、上位施策の目標でございますが、新規成長分野の振興、それから、企業立地の促進、そし

て県内企業による新製品・新技術の開発への支援などによりまして地域経済の活力向上を図って

いくのが上位目標でございます。 

続きまして、１の主な取組でございますが、まずは、企業訪問が核となりますので、８６７件、

２３年度におきましては企業訪問いたしまして、それとあわせて、知事によるトップセールス、

これともリンクさせて、地域の特性・強みを活かした国内外の企業への誘致活動を強化いたしま

した。 

 それから２つめですが、アクアライン料金引き下げや圏央道開通に伴って高い経済効果、立地

優位性が高まってきておりますので、袖ヶ浦市の「袖ヶ浦椎の森」それから、茂原市の「茂原に

いはる」の２箇所につきまして、工業団地を地元市、茂原市と袖ヶ浦市と協力しながら、新たに

整備することといたしました。 

 続きまして２の総括でございます。そういうことで、積極的な誘致活動を行っておりまして、

企業訪問件数につきましては、先ほど申し上げましたとおり、８６７件ということで、目標６５
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０件を上回りましたけれど、ただ、３．１１東日本大震災の影響もございまして、立地件数につ

きましては、前年を下回りまして、グラフにございますように３４件になっております。 

 今後も企業訪問、誘致活動に一層取り組まなければならないと考えております。 

 ３ 課題でございますが、巷で言われていますように、海外移転の加速なども言われておりま

すが、国内拠点の再編ということも、一方で推し進められておりますので、そういったところを

見据えながら、今後も企業の投資動向に注意しながら企業立地の促進に努めて参りたいと考えて

おります。あわせて、今後、需要が見込まれる医療、健康、新エネルギーといった成長分野も視

野に入れつつ、なおかつ、東日本エリアにリスク分散を検討するという動きも関西方面の企業に

ございますので、そういったところもあわせて注視していきたいと思っております。 

 今後の取組みでございますが、立地企業補助金制度、これは、すでにＨ１８年度に設立しまし

て、立ち上げてありますので、こういった助成制度を拡充して様々な企業の立地促進、誘致を図

っていくということと、それから、先ほど申し上げました、東京と並ぶ関西圏の企業を誘致すべ

く、Ｈ２３年度から大阪に企業誘致専門員を配置いたしましたので、こういった者を利用しなが

ら、関西地区からの企業誘致を図っていきたいと思っております。それから最後でございますが、

工業団地につきましても、先ほど申し上げましたとおりですが、それぞれ「袖ヶ浦椎の森」、「茂

原にいはる」につきましては、平成２９年の分譲を予定しておりまして、それに向けて、今後事

務を粛々と進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。それでは、最後になりますが、「マーケット需要に対応した力強い

産地づくり」、これについて担当課からご説明をお願いします。 

 

○農林水産政策課 

 農林水産政策課です。資料の１１Ｐをご覧ください。マーケット需要に対応した力強い産地づ

くりについてご説明申し上げます。上位の施策の目標についてですが、「首都圏における立地の

優位性を活かし、次世代に引き継げる力づよい農林水産業を確立する」ということでございまし

て、指標でございますが、「農業産出額の全国順位」を記載してございます。平成２２年の千葉

県の農業産出額は、４，０４８億で全国第３位ということでございます。そのうち、野菜・果樹

などのいわゆる園芸部門でございますけど、それが産出額の約５割を占めるということで、全国

有数の園芸県であるというところでございます。またそのうち産出額の２５%が畜産でございま

すが、特に近年では、乳牛ですとか養豚関係は、若干、需要の伸び悩みがございますけど、肉牛

関係については、消費者からのニーズが高まっているというような状況でございます。 

 そこで、主な取組の概要について説明させていただきますけども、第１点目といたしまして、

首都圏に近い温暖な気候に恵まれている本県の優位性を活かして農産物の生産力を強化拡大す

るということと、量販店などの実需者や消費者ニーズに対応した力づよい産地づくりを進めてい

るところでございます。 



22 
 

特に先ほどご説明申し上げましたが、千葉県は園芸県であるということから、特に農業産出額

の向上に向けては、この園芸部門に力を入れていくということが大変重要でございます。そのた

めに高品質で安定的な生産活動が行えるよう、いわゆるトマトやキュウリなどのビニールハウス

等の施設化を推進しているところでございます。また、大根、キャベツなどのいわゆる路地野菜

関係については、省力化を進めることが極めて大事でございますので、農業機械等の導入促進を

図っているということと、さらに、産地の方でございますけども生産者の高齢化が進んでおりま

して、既存の産地の弱体化が見られているというような状況にございまして、既存産地の強化を

図るということで、その産地の再編構築に取り組んでいるところでございます。 

第２点としまして、近年需要の高まっている和牛の生産拡大や、千葉県は酪農発祥の地という

こともございますけども、牛乳の生産体制などの基盤整備の推進に取り組んできたところでござ

います。 

次に平成２３年度の行政活動の目標についてご説明申し上げます。ここでお示ししてます指標

につきましては、主な取組みの中で指標として扱っているものを設定しています。まず、ハウス

等の施設化の面積でございますが、ここには記載してございませんが、本県における千葉県の２

４年度末に向けてのハウスの目標設置面積については２，０８５ha を見込んでございます。こ

れは県の事業と、生産者自らの設置を足したものでございますけども、２，０８５ha を見込ん

でございまして、ここに記載してあります現状値については、Ｈ２２年度までの、Ｈ２１年度か

らの累計増加面積でございまして、Ｈ２１～２２年度で１４．９ha 増加したということでござ

います。そして、Ｈ２３年度の目標値については、現状値の１４．９ha から更に７ha 増加して

２１．９ha にしようとするものでございます。実績については、震災等の影響もございまして、

目標を若干下回ったものの、６．６ha 増加して、２１．５ha となって、県全体としては、２，

０７７．４ha というような設置状況でございます。 

次に和牛の生産拡大を図るために、その子牛を産む、いわゆる繁殖するための雌牛の確保とい

うのが非常に重要となっております。このため県では、Ｈ２２年度の繁殖の和牛頭数これを２，

３４０頭ございましたが、これを２３年度には２，５００頭までもっていきたいというような考

えでございまして、増頭させる手法として、ひとつは、県内で飼育されている繁殖牛を活用して

増やして行こうという方法、それから、民間から購入して増やしていく方法、そして、もうひと

つは、直接、県外から、繁殖和牛を導入するというような３つの手法がございます。今回、指標

で用いているものは、３番目に申し上げました県外から優良繁殖和牛を導入するというものでご

ざいます。その主な理由としましては、優良牛の確保については、非常に遺伝的な影響を受けや

すいというのがございますので、早期に肉用牛の産地を育成するためには、その牛の資質がはっ

きりしたものを導入したいということと、それを行うことによってスピードアップが図れるとい

うことから、この指標を設定いたしました。実績としましては、計画どおり１０頭導入されまし

て、今後、この繁殖和牛から生まれた子牛が繁殖雌牛となって、早期に肉用牛の産地となること

が期待されるということでございます。 

総括といたしまして、ハウス等の施設化面積については、若干下回りましたけど、概ね順調に
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進んでいるという状況でございまして、繁殖和牛についても計画どおりできましたので、今後と

もこのような取組みを積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 課題でございますが、まだまだ、市場動向、いわゆる消費者ニーズがかなり多様化しておりま

すので、市場動向調査ですとかマーケティングリサーチ等を通じて、首都圏の消費者ニーズを的

確に把握しながら、マーケット需要に即した産地づくり支援や販売体制の振興が必要だと考えて

おります。 

 今後の取組みですが、いわゆる「売れるものづくり」を積極的に進めていきたいと考えており

ます。そして、それが、生産者の所得向上につながるということが重要であります。そこで、市

場における動向調査等を通じながら首都圏における消費者ニーズを的確に把握して販売対策に

取り組むとともに、その事業に対応したハウス等の施設化の推進、和牛の産地化等を目指した生

産基盤の強化など引き続き取り組んでいきたいと考えております。 以上です。 

 

○森田委員長 

 はい。ありがとうございました。以上で５つの主な取組の説明をしていただきました。それで

は、これからご議論いただきたいと思います。まず、５つの主な取組の説明について、ご質問・

ご意見などございましたらご発言願います。また、本日の審議結果を踏まえて、政策評価制度の

改善にかかる方向性やあるいは指標の設定に当たって注意するべき点、または次期実施計画につ

いてのご意見などがございましたら、是非ご発言いただきたいと思います。 

 

○宮入委員 

 全体的なところで、指標の変化をグラフにしているところが気になります。全部折れ線グラフ

になっていますが、折れ線にふさわしくない指標も中にはあるように思います。パーセンテージ

とか経年変化を表すものにはふさわしいのですが、「優良繁殖和牛の導入」などは折れ線ではな

く、棒グラフにしないと意味が違ってくるのではないかと思います。さきほど、累計は入ってい

ないという説明がありましたが、そういったところも分かりにくいところかなと思います。県民

の方がご覧になり、グラフで視覚的に見せることはとても良いことですが、県民の方がご覧にな

って、意味がわかりやすいようにしなくてはいけないと思います。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございます。そのへんは事務局のほうで検討していただきたいと思います。他にい

かがでしょうか。 

 

○坂野委員 

 たくさんあって、どのように整理して質問していいか迷うところですが、思いつくままにお話

しすると、まず「救急医療体制の整備」についてですが、平均搬送時間が増えていて、それを出

来るだけ減らしたいということですが、一つは、件数が増えていてなかなか難しいという説明が



24 
 

ありました。 

私としては、他の要因として地域的な特性のようなものがあるのではないかと思うのですがい

かがでしょうか。実際には、救命救急センターのようなものがない地域に新たにつくるというこ

とが手段ということになっていますが、どういう地域に設置すれば、どのくらい効果があるのか

ということを分析しているのでしょうか。たらいまわしにされている地域は、救急搬送のニーズ

が多いようなところで、都市部に多いのではないかと思うのですが、救命救急センターの設置が

求められている地域は人口密集地域ではないところではないのでしょうか。これからやろうとい

うこととニーズがあっているのかどうかということが気になりました。以上が一つ目です。 

二つ目は、「仕事と家庭が両立できる環境の整備」ですが、一番気になったのは、制度・体制

をとりいれている企業が増えてきて、意識が上がってきているということがアンケート調査等で

わかってきているということは良いのですが、ワーク・ライフ・バランスが職場などで実現して

いるかどうかの実感とあっているのかどうかということが気になりました。そのことを検証する

ことは難しいのでしょうが、このことに対する考えがあるのか気になりました。 

三つ目は、「マーケット需要に対応した力強い産地づくり」ですが、優良繁殖和牛を十頭導入

するということがどれくらい意味のあることなのかということが良く分からないのですが、県内

には、二千五百頭くらい牛がいるということですが、十頭導入するのにいくらお金がかかってい

て、どのくらい子供を産む等効果があるのか、そのへんの説明をしていただきたいと思いました。 

 

○佐藤委員 

 「防災連携体制の確立」ですが、説明の中でも触れられていました障害者や高齢者などの要援

護者への対応が今回訓練することで課題として浮かび上がってきたということですが、今後の取

組の中でどのような対応を図っていくのかお教えいただきたい。 

 次に、「救急医療体制の整備」についてですが、坂野委員からもありましたように地域別のデ

ータがどうなっているのかということが気になりました。それから救急コーディネート事業につ

いてですが、救急搬送時間を短縮する為の手段とのことですが、実施することによってどの程度

効果があったのか教えていただきたい。先日ニュースになっていたので、ご存知かと思うのです

が、佐賀県で県内すべての救急車に iPad を導入して、導入前と比較して搬送時間が約 1 分短縮

されたとのことですが、このようなことを千葉県でも検討しないのでしょうか。 

 「仕事と家庭が両立できる環境の整備」についてですが、“社員いきいき！元気な会社”宣言

企業の登録を増やしていこうということで 1,506 社戸別訪問しているということですが、目標が

達成できなかった理由はなぜか。要因の分析はされているのでしょうか。 

 「戦略的企業誘致の推進」についてですが、指標でいうと企業訪問件数が設定されており目標

を上回っているのですが、その目標値が 650 件と、過去の件数である平成 19 年度 822 件、20 年

度が 838 件、21 年度が 643 件と比較してみると目標が低すぎるように思われますが、いかがで

しょうか。 

 最後に「マーケット需要に対応した力強い産地づくり」について実需者や消費者ニーズ対応し
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た産地づくりを促進するとのことですが、このニーズを調査した中でどのようなことが見えてき

たのでしょうか。教えていただきたい。 

 

○宮入委員 

 「防災連携体制の確立」については、森田委員長からも冒頭にお話がありましたとおり、今回

の震災については、今まで訓練してきたことが活かされてきたのか検証され、その中から見えて

きた課題を捉える良い機会だったと思いますが、そのことについて見落としてきたことや新たな

取組課題などがありましたらどこかに表記していただくか、ご説明していただくとありがたいと

思います。 

 「救急医療体制の整備」については、ご説明いただいた資料の中には、救急コーディネーター

についての記載がありませんでしたので、実際に昨年度配置が何名で、具体的にどの程度の成果

があったのかを教えていただけたらと思います。また、「一部の目標達成」ということでしたが、

配置のためには障害とか課題をどのようにとらえているのか。今後、積極的に導入するのであれ

ば課題を明確にする必要があるのではないか。 

 「仕事と家庭が両立できる環境の整備」のワーク・ライフ・バランスセミナーの参加者数です

が、目標値には届きませんでしたが、前年度に比べて倍以上に参加者数が増えました。ただ、参

加者数が増えて良かったではなく、その結果として手をあげる企業が増えるということが目的だ

と思います。先ほど他の委員からもありましたように“社員いきいき！元気な会社”宣言企業の

登録数が増えるとどのような効果があるのでしょうか。その検証結果を教えていただきたいと思

います。例えば、登録している企業の中で、県として取組内容を紹介したり、又は表彰したりし

ているのでしょうか。 

 「戦略的な企業誘致の推進」については、関西から企業を誘致するというのは本当に有効なこ

となのでしょうか。関西の企業がリスク分散するのであれば千葉ではないかもしれないなと個人

的には考えています。このことは、何か調査をして根拠があって進めていることなのでしょうか。

震災があった東北地方の企業を誘致する方が現実的なことなのではないでしょうか。また、他の

取組にも絡むのですが、知事のトップセールスはどのように活用されて、どのような成果に結び

ついているのでしょうか。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございます。では、それぞれの担当課から回答をお願いする前に、私の方から一つ

申し上げますと、ここで挙げられていますのは、多くの施策の中の一部の指標についてそれがど

のような結果でどうしてそうなったのかという説明です。先ほどの「救急医療体制の整備」の中

でも説明がありましたように、「救急隊患者平均搬送時間」について言えば、単なる搬送時間の

問題だけではなく、県内の医療機関や救命救急センターの設置や患者の高齢化など様々な問題を

含んでいます。このような大きな問題の中で、当該指標がどのような意味があるのかそのような

ことを含めてご説明いただきたいと思います。 
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 では、最初に危機管理課からお願いします。 

 

○危機管理課 

 質問が二点ございました。まず、佐藤委員からですが「要援護者への対策」ということですが、

これにつきましては、先ほどご説明いたしました地域防災計画の修正の中で災害時要援護者への

対策の推進を盛り込んでおります。また、各市町村においては、災害時要援護者の避難支援プラ

ンを作成することになっておりますが、いまだ未達成の所が多いというのが現状です。その為、

地域防災計画の中でこれを促進するよう努めようとしているところです。それから今年度、実施

する防災訓練で申し上げますと、障害者の方が身近なものを使って自力で脱出する訓練や住民の

方々が一緒に救出する訓練等を実施する予定です。また、避難所の運営を要援護者の方と一緒に

行うことを考えています。 

もう一つ、「東日本大震災で得られた教訓は何か」ということでございますが、一つとして、

被害の甚大な市町村が県への被害報告・応援要請を円滑に行うことができなかったということと、

職員は執務中であったのですが、災害対策本部の設置が一時間程度かかってしまったということ

がありますので、庁内の連携強化に努めるよう地域防災計画の修正の中で盛り込んでおります。

また、危機管理センターを常時設置するように来年の四月から行いたいと考えております。さら

に、今回の震災ではコスモ石油の爆発事故によりコンビナート災害対策本部との連携が問題にな

りました。その為、専任の体制をとるようにしたところです。以上です。 

 

○医療整備課 

 それでは「救急医療体制の整備」についてお答えさせていただきます。坂野委員、佐藤委員か

ら地域差が大きいのではないかとのお話がありました。まさにそのとおりでございまして、医療

の場合には二次医療圏という単位を考えておりまして、広さとか人口とかで設定するのですが、

本県の場合には県内に 9つの二次医療圏を設定しています。先ほどの平均搬送時間を例にとりま

すと全県の平均搬送時間(22 年度)は 42.6 分ですが、一番時間がかかっているのが、山武・長生・

夷隅の医療圏、本県の真ん中あたりですが、50.2 分かかっています。次に時間がかかっている

のが、千葉の医療圏で 48.3 分です。逆に一番短いのが東葛北部の柏や松戸が 36 分、次が東葛南

部の船橋、市川東部が 39.3 分、香取・海匝地域が 39.4 分となっています。必ずしも郡部と都市

部で差がはっきりと分かれているわけではありません。 

私どもも完全に分析が出来ているわけではありませんが、一番時間がかかっている山武・長

生・夷隅地域は、現在、救命救急センターがありません。医療圏内に救急患者を診れる病院がな

いので、千葉市や成田市へ救急搬送している状況です。また、平均所要時間の中で一番時間がか

かっているのは患者さんのところにいってから受け入れ病院を決めるまでに時間がかかってい

る状況です。短縮する為には、受け入れ先病院をすみやかに決められるような施策を考えていか

なくてはいけないと考えています。 

それと関連しまして、救命救急センターですが、我が国の救急体制としては、患者さんの重症
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度に応じて、初期、二次、三次という体制をとっていますが、最近の医師不足の状況が反映され

て、初期及び二次の救急体制が少し弱くなってきています。そういった中で、重症の方の命を救

うということが優先度においては高くなるのですが、確実に命を救うための救命救急センターの

整備は今後も重要なことであると考えます。 

次に、佐藤委員及び宮入委員からご質問のありました「救急コーディネート事業」でございま

すが、現在、東葛地域と香取・海匝地域において実施されていますが、少しやり方が違っており

まして、東葛地域は疾患を区切りまして、重度の熱傷や脳血管疾患といったものについて、あら

かじめ受入出来る病院の情報を収集しておきまして、それを消防隊に流しておくということを行

っています。その上でも、なかなか決まらない場合には、コーディネーター（県の救急医療セン

ターが担っている）の方に連絡して、そこで人が介して受入先を決めるということになります。

人員的には事務の方が１人と医師が通常の診療業務を行いながら、携帯をもって対応しています。

コーディネートして受入先が決まったのは東葛でも３年間で１４件とあまり多くありません。そ

れだけの件数ですと平均搬送時間に影響があったのかどうかを判断することはできないと思い

ます。病院の搬送先をスムーズに決めるという観点から今のやり方で良いのかどうかということ

は我々も検討する必要があると思います。課題としましては、受入先病院と事前にネットワーク

的にすり合わせが出来ているということが重要ですので、引続き検討していきたいと思います。 

香取・海匝は旭中央病院という大きな病院にどうしても集中してしまうので軽症の方は周辺の

病院に分散するようにしています。香取・海匝地域もコーディネート件数は３年間で２３件とあ

まり多くない状況でした。 

  最後に佐藤委員からご質問のありました、iPad 携帯端末を救急隊に持たせることについてで

すが、千葉県では従来、救急医療情報システムという、パソコンに入力してパソコンで見るとい

う固定端末の形で行っていました。平成２４年の３月から携帯端末を導入するかということを検

討するために千葉市の消防隊に持っていただいて検証するという事業を始めたところです。この

効果を見まして検討していきたいと考えています。 

 

 

○森田委員長 

 ありがとうございます。時間も押していますので、簡潔にお願いいたします。 

 

○雇用労働課 

 まず、坂野委員の「制度は進んでいるというが実態につながっているのか」とのご質問ですが、

例えば、制度が就業規則などで定められていけば少しずつ進んでいくのではないかと考えていま

すが、先ほどの資料の９頁をご覧いただきますとアンケート調査の結果が載っていますが、１１

番目の指標をご覧いただきたいのですが、「男性の育児休業取得率」は非常に取得するのが難し

いもので、数字としては非常に低い数字ですが、これも少しずつ上がってきています。ただ、な

かなか男性が育児休業をするのは、限られた人数の中では厳しいという意見が多くて、まだまだ
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実態にはつながっていない状況です。その為、まずは経営者や労務管理の役職員者等に十分な理

解をしていただくということは重要なことであると考えています。 

 次に、佐藤委員から「1,506 社の企業訪問をしている割には、なかなか登録企業に結びついて

いない」との御指摘がありましたが、おっしゃるとおりでございまして、なかなか進みませんで

した。昨年度回りました 1,506 社については、建設業や運輸業といったワーク・ライフ・バラン

スへの取組が比較的進んでいないであろうという中小企業を中心に回り啓発活動をおこなった

ところです。その為、すぐに効果がでなかったのかと考えています。 

このことは、宮入委員のご質問とも関係するのですが、登録企業の成果ということですが、登

録するためのあまり高いハードルは設けておりませんで、両立支援を進めるための制度を何か一

つでも行っていれば、登録できるようにしております。登録することにより、両立支援に対して

積極的な企業だということが従業員やその家族に知っていただき、また県ではＨＰで公表して広

く公表しており、宣言企業がさらにその取り組みを進めるということを期待しています。具体的

にこれだけの効果がありましたということを数字的に把握するのは難しいところです。こういっ

た制度が必要だと理解しても胸をはって手を上げられないということがあるのかもしれないと

考えています。理解をしていただき、徐々に進めていきたいと考えています。 

 

○宮入委員 

 お聞きしたことにお答えいただいていないものがあるのですが、登録した企業が増えていくと、

そこで県がその企業の中から、良い事例の紹介や表彰するということは行っていないのですか。 

 

○雇用労働課 

 登録された企業の中からは表彰は行っていません。取組事例集というのは作成していますが、

この登録企業も含まれていますが、登録企業の中からだけでピックアップしているということは

ありません。さきほど、申し上げましたとおり県のＨＰにおいて公表しており、これら企業は前

向きな企業ですということでアナウンスはしています。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございます。それでは、次お願いいたします。 

 

○企業立地課 

 ４点ございました。「平成 23 年度の目標値である 650 件が低いのではないか」というご指摘で

すが、この 650 件という目標をたてたのは、平成 21 年にたてたものでございまして、その当時

の企業訪問件数である 643 件という数字をベースに考えたために、その前後をみると 800 台の数

字で推移している為、目標設定が甘いと言われるかもしれませんが、目標を設定した時点が平成

21 年であったということです。 

 それから２点目の「関西企業の誘致」の件ですが、なぜ関西方面の企業を誘致するのかという
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点については、私どもの考え方としては、まずは東京圏に並ぶ経済圏である関西の企業にアプロ

ーチしたいということで、誘致そのものが大変難しい中で、あらゆる機会を捉えて誘致していき

たいということが私どものスタンスです。なおかつ他県の状況をみますと、茨城や埼玉なども大

阪の誘致に力を入れておりまして、そういったことも睨みながら施策をうっているところです。 

 ３点目ですが、「東北の企業についても誘致をするべきだ」というご意見ですが、これは昨年

度、立地企業補助金という制度で震災補助金というものを設けて、5,000 万円以上の投資に対し

て投下固定資産額の 3%の補助ということを実施し、アプローチを図りました。それから、昨年

度、東北地方に工場等を有している企業に対してのアンケート調査をしました。 

 最後ですが、「トップセールスの活用」ということですが、２つありまして、知事のトップセ

ールスは、ここぞという時に出ていくということと、毎年、知事出席による企業誘致セミナーを

開催して、千葉県のピーアールをしています。効果面でいいますと、昨年度、日立・東芝・ソニ

ー・産業革新機構の合弁会社でありますジャパンディスプレーに対して、知事がトップセールス

をした結果、11 月に茂原のパナソニックディスプレイの跡地に誘致が決まったということがあ

ります。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。1 点確認ですが、最初にたてた目標値ですが、途中で状況の変化に

よって修正するということはしないのでしょうか。 

 

○政策企画課 政策室長 

 施策レベルは３年間の目標設定ですが、取組レベルでは毎年度目標設定をしています。 

  

○農林水産政策課 

 ２点ほどございました。まず、坂野委員からご質問あった「繁殖和牛の導入に関して十頭とい

う数字の意味合い」でございますが、十頭は確かに少ないように思われるかもしれませんが、繁

殖和牛を増やすことにつきましては、あくまで遺伝的に優れた雌牛を増やしていきたいというこ

とがありまして、現在、県で実施しようとすることは、一般の農家で飼われている繁殖肉牛のデ

ータを蓄積して、これを優良な雌牛の確保につなげていこうというものですが、ただ、これです

と雌牛が産んだ子供が肉になるまで時間がかかりますので、そのような意味で、できるだけ早い

段階で遺伝的にはっきりしているものを確保したいということで、十頭確保しました。他の県か

らも遺伝的に優れたものの確保することは大変難しい状況にありまして、本県としても頑張りた

いと考えています。 

 次に佐藤委員から消費者ニーズの関係でご質問がありましたが、消費者ニーズを捉えるのに一

番効果的なやり方は、市場関係者からのニーズを捉えて産地の育成に努めていくということがあ

ります。例えば、一つ事例を申し上げますと、安房方面で栽培している「なばな」ですが、市場

関係者から３月の雛祭りの時やお弁当の総菜として使いたいがどうにかならないのかという話
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がありまして、今まで出荷に当たって手間暇かけて人形まきという方法で出荷していたのですが、

これだと単価が高くて、物が少ないということがあったのですが、どうにかしようということで

それを受けて、今では安房・夷隅・長生の方まで産地が広がっているという状況です。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。それでは、時間がまいりましたので、何か全体的なことについてご

発言ください。よろしいですか。これで本日の審議は終了いたします。 

 

○政策企画課長 

 ありがとうございました。それでは、本日いただいたご意見を踏まえ、必要な修正を行った後、

速やかに評価結果をとりまとめたいと考えております。 

なお、全体総括の部分について整理したうえで、示してほしいという貴重なご意見をいただき

ましたので、そのように対応し結果を取りまとめたいと思います。 

本年度は、当該実施計画の最終年度でございまして、来年度から新たな実施計画が始まります

ので、それにあわせて改めて指標の設定などを考えてまいりたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

○事務局 

 委員の皆様方におかれましては、長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。 


