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平成２１年度 第２回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成２２年１月２８日（木） 

午後１時から 

場所：議会棟３階第２委員会室 

 

１．開会 

○司会 

定刻になりました。開催に先立ちまして、１点御報告申し上げます。 

当委員会は、「政策評価実施要綱」第５条に基づき公開いたしますが、「千葉県政策評価委員会

の公開に関する取扱要領」第２条の規定により原則公開といたし、同第３条の規定により、一般

傍聴を認めていることを御報告いたします。 

 

ただ今から「平成２１年度第２回千葉県政策評価委員会」を開催いたします。 

 

２.あいさつ 

○司会 

まず、小川部長でございますが、本日急用により欠席することとなりましたので、丸山次長よ

りご挨拶申し上げます。 

○総合企画部丸山次長 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきありがとうございます。ま

た、日ごろより、千葉県の評価制度の確立・向上に向けて、大所高所から貴重な御意見を賜り、

心から感謝申し上げます。 

県では本年度、森田知事のもと、県政全般に係る最上位の基本的かつ総合的な計画として、平

成２２年度から３か年で重点的に取り組むべき施策をまとめた、県の総合計画の策定作業を進め

てまいりました。この作業も大詰めを迎え、平成２２年２月定例県議会に上程する予定としてお

ります。 

本日は、はじめに総合計画の策定状況を報告させていただきます。その後、総合計画に対する

評価手法につきまして説明させていただきます。 

総合計画では、政策評価制度による進行管理を謳っているところであり、その評価手法につき

ましては、昨年８月に開催いたしました第１回政策評価委員会でお示しいただいたご意見をはじ

め、これまでの間、委員の皆さまからいただきましたご助言を踏まえて、検討を進めてきたとこ

ろです。 

総合計画の着実かつ効果的な推進を図り、県民一人ひとりが、総合計画の基本理念である『く

らし満足度日本一』を実感できる千葉県の実現を目指すため、有効な評価制度にしたいと考えて

おりますので、委員の皆さまにおかれましては、忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 
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○司会 

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５名中４名の出席をいただくところでございましたが、木

村委員が急病のため欠席とのご連絡をいただいております。よって、委員５名中３名の出席をい

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

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。 

 

３．議題 

（１）総合計画策定状況の報告について 

○森田委員長 

皆さんこんにちは。評価委員会は久しぶりでございますが、この間、千葉県の知事が交代され

ましたし、国のほうでも政権交代が起こりまして、さまざまなことが急激に起こっているところ

でございます。 

他方におきましては、いろいろと政策も変わりましたが、財政状況は国も県も大変厳しく、こ

れから政策を実施していくためには当然のことですが、必要な政策はきちんと実施する反面、無

駄を省いていくことが必要です。私自身、話題となりました国の事業仕分け委員をやったのです

が、無駄を省くというのは大変難しいことでございます。逆にそれだけきちんとした形で財政を

立て直していかないと、将来が大変厳しいものになると思われます。 

そのためのひとつのツールとして政策評価は大変重要であると思っております。 

千葉県の場合、今もお話ございましたように、新しい知事のもとで今度総合計画を作られると

いうことで、計画に従って施策を実施していくということ、これが無駄をなくす、場当たり的に

やるのではなしに、無駄をなくしていく第一歩の方法だと思いますので、それに従ってきちんと

評価していくために、これからお仕事をさせていただきたいと思っております。 

 

それでは早速ですが議事に入らせていただきます。 

まず、総合計画の策定状況について、事務局から御説明をお願いします。 

 

○政策企画課長 

〈 資料１により説明 〉 

お手元に資料１「千葉県総合計画原案の概要」という資料をお付けしております。これは今般、

千葉県で策定しております総合計画につきまして、昨年 11 月に公表いたしました総合計画原案の

概要でございます。 

この総合計画につきましては、来月から始まります２月定例県議会におきまして総合計画案を

執行部から上程するスケジュールになっております。 

それでは、資料１にしたがいまして、原案の概要をご説明いたします。 
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１ページ目冒頭に、第１章「計画策定の基本的な考え方」を記しております。この中におきま

して、１番目に「計画策定の趣旨」、２番目に「計画の性格」、３番目に「計画の構成と期間」と

あります。この構成と期間におきまして、この総合計画は２部構成であると記載しております。

具体的には、基本構想編と実施計画編の２部構成でございます。計画期間につきましては、基本

構想編は１０年ということで、１０年後の千葉県の目指す姿、進むべき方向を示すという基本構

想編。そして、実施計画編は、３か年の計画、平成２２年度から平成２４年度までの３か年で重

点的に取り組む政策・施策を実施計画編に記載するということにしております。そして、４の「計

画の特色」としましては、選択と集中を図ることなどを記載しております。 

第２章「千葉県が目指す姿（基本構想編）」とございますが、こちらは先ほど申し上げた２部構

成の１部のほう、基本構想編１０年の計画という部分でございます。第２章の「１時代背景と課

題」ということで、現下の情勢を踏まえ、６つの側面から整理しております。具体的には「①人

口減少・少子高齢化」、「②経済・社会のグローバル化」、２ページにまいりまして、「③安全・安

心」、「④環境保全」、「⑤地方自治」、「⑥デジタル社会の進展」までの６つの側面で整理をしてい

るものでございます。 

次の、「２基本理念」ですが、「千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、県民が

『くらし満足度日本一』を感じ、誇れる千葉を実現します。」という、こちらを基本理念としてお

ります。 

そして、「３目指す姿（基本目標）」といたしまして、基本理念を実現するために、３つの基本

目標を設けました。具体的には、「Ⅰ安全で豊かなくらしの実現」、３ページにまいりまして、「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」という３つの基本目標で

ございます。そして、それぞれ本文の中では、１０年後の千葉県はこんなふうになっていますと

いう具体的なイメージを県民の方に持っていただけるような、１０年後の千葉県の姿を列挙して

おります。 

次に、３ページの第３章を御覧いただきますと、こちらが平成２２年度から３年間の実施計画

編となります。こちらは前回の政策評価委員会におきましては、骨子にこの第３章の体系を記載

したものを８月の委員会でご説明をしておりましたけれども、そのときから比較をしますと若干

修正しております。 

大きな修正としましては、小項目、この丸数字で書いてある項目レベルで３つの施策を追加し

ております。それぞれご説明いたしますと、第３章は６ページを御覧いただきますと一覧できる

形で記載しておりますけれども、この小項目、一番右側の丸数字、施策項目レベルで３つを追加

しておりまして、一つ目ですけれども、大項目「Ⅰ安全で豊かなくらしの実現」の中の「２県民

の生活を支える医療・福祉・健康づくり」の「⑤互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会づ

くりの推進」を追加しております。これは、従前は①から④のとおり、医療、健康づくり、高齢

者、障害者といった、やや縦割り的な体系でございましたけれども、縦割りに収まらないような

地域福祉という観点からもひとつ立てた方が良いのではということで、⑤を独立して地域福祉と

いうことで入れたものでございます。 

そして、２点目といたしましては、大項目「Ⅱ千葉の未来を担う子どもの育成」の中の「２笑

顔輝く、未来支える人づくり」の「⑤多様化する青少年問題への取組」を追加しております。   
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これは、もともと青少年問題につきましても、同じく人づくりの「①社会の中で個性が輝く『人

間力』の醸成」の中に入れているつもりでおりましたけれども、昨年の夏に新たな法律である子

ども・若者育成支援推進法が公布されたことを受けまして、青少年問題に対しましても、県とし

て総合的な施策を推進する必要があるということで、ひとつ独立させて青少年問題を立てたもの

でございます。 

次に、追加の３点目でございますけれども、大項目「Ⅲ経済の活性化と交流基盤の整備」の中

の「１千葉の輝く魅力づくり」の「②千葉の飛躍拠点としての成田国際空港の機能拡充」という

項目を追加しております。これは、昨年秋以降の前原国土交通大臣の空港を巡る発言などを踏ま

えまして、千葉県として成田空港を拠点として千葉の飛躍を目指すということで、ひとつ独立し

た項目として加えたものでございます。 

それでは、資料戻りまして資料１の３ページから４ページにかけてが第３章でございますけれ

ども、４ページを御覧いただきますと、第４章「計画の推進にあたって」ということで、先ほど

ご説明いたしました第３章は縦割り的な分野ごとの記載をしておりましたけれども、そうした分

野別におさまらない、地方分権、男女共同参画、ＩＴといったような分野について、第４章に記

載しております。実際の計画の記載の体裁につきましては、第３章と同様に取組も記載しており

ます。こちらの第４章の中に政策評価につきましても、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに基づ

いて、この総合計画の進行管理をしていきますということを記載しております。また、総合計画

とあわせまして、行政改革計画、財政健全化計画のトータル３計画を、今、同時並行的に策定作

業を進めておりますけれども、３計画の整合性を図るということも、この４章に記載しておりま

す。 

次に、５ページを御覧いただきますと、第４章の項目立てを記載しておりますが、まず冒頭に、

「計画推進の基本的考え方」ということで、「チームスピリットの発揮」、これは多様な主体と県

との連携協働により施策を進めてまいりますといった内容や、「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」、「ＩＴの利活用」という基本的な考え

方。そして「２千葉県の行財政基盤の強化」ということで、今般、総合計画と一体的に策定を進

めております行政改革計画、財政健全化計画につきまして、こちらに概要を記載する予定にして

おります。そして、｢３政策評価制度による進行管理｣、こちらにはざっくりとしか書いておりま

せんが、実際の記載内容としましては、ＰＤＣＡという政策評価のマネジメントサイクルに基づ

いて政策評価をしてまいります、ということを記載する予定にしております。 

総合計画の内容につきまして、概要は以上のとおりでございます。冒頭に申し上げましたとお

り、２月の定例県議会に上程し、定例県議会は２月１９日から始まりますので、近々この総合計

画案という形で公表する予定としております。 

説明は以上でございます。 

 

○森田委員長 

ただいま、総合計画について説明がありましたが、ご質問等ありましたらお願いいたします。 
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○坂野委員 

目標に掲げられている『くらし満足度日本一』、とてもすばらしいと思いますが、現状、くらし

満足度は何位で、そういう数値がもしありましたら教えていただきたい。どこら辺が千葉の弱点

でそのところにとどまっていて、この計画がそこにどう寄与してそうなのかというのがわかれば

教えていただきたい。 

 

○政策企画課長 

基本理念の中に『くらし満足度日本一』と記載しておりまして、くらしの満足度を測る各分野

別の要素などはあるかと思いますが統一的な全国の公的な統計の中で満足度はあまりなく、客観

的、統計的なくらし満足度ということよりは、医療、福祉、健康、子育て、教育といったような

各分野で日本一を目指しますという基本理念でございます。 

定量的な目標は１０年間の基本構想部分はないのかといいますと、今のところ予定をしており

ますのは、毎年、県で県政に関する世論調査を行っており、その中で質問として「千葉県に住み

続けたいと考えていますか」というものがあります。その中には、今住んでいる地域に住み続け

たい、県内の他の地域に移りたい、県外に引っ越したいなど、いろいろありますが、これを１０

年間の大きな定量的な目標として位置付けをしようと。つまり、県内に住み続けたいということ

は、すなわちこれは、地縁、住み続けて愛着がある等、いろいろ要素があると思いますけれども、

県内に住んでいることに満足しているということなのかなと考えまして、これを１０年後におい

て何パーセントという形で目標として置こうと考えています。 

 

○森田委員長 

総合計画原案、これが議会にかかるということになるのですか。 

 

○政策企画課長 

先ほど申し上げました１１月に公表しました総合計画原案は、これだけでも１００ページを超

える大部なものですが、これをさらに具体化しまして、内容としては、例えば、第３章が始まり

ますのが本文の２４ページになりますけれども、治安の関係が最初に出てまいります。「現状と課

題」、「取組の基本方向」、「主な取組」という順に記載しておりますけれども、この現状と課題の

さらに上に、「目標」としまして、この「犯罪の起こりにくいまちづくりの推進」であれば何を県

として目指すのかという目標を端的に１行から数行くらいで書くということを追加する予定とし

ております。 

また、「主な取組」としまして、「警察基盤の整備」など、取組の内容を書いてありますけれど

も、秋から現在までの間、来年度の予算の編成作業を執行部として行っており、２月になります

と、おおよそ来年度予算、つまり森田知事になって最初の本格的な予算案が出てまいりますので、

事業の名称を「主な取組」の各番号の下にぶらさげていくということで、もう少し具体的に取り

組む内容がわかるようにするという修正、追加を考えております。 

この総合計画原案を御覧いただきますと、定量的な指標が記載してありませんが、これにつき

ましては、後ほど政策評価体系のほうでご説明をする予定ですが、定量的な指標を政策ごとに位
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置付けることを考えております。 

 

○森田委員長 

政策評価は、これだと最後のページだけですけれども、実際の計画はもう少し記載されるので

しょうか。 

 

○政策企画課長 

御覧いただきますと６行記載しておりますが、これは秋に出した総合計画原案でございました

ので、その時点で明確にこうやりますと言えるのはこの６行程度だったのですが、その後、具体

的にどのように政策評価制度を運用していくのかということの検討を進めてまいりまして、本日

の政策評価委員会でご説明させていただきますが、それを受けて、最終的な計画案では、もう少

し具体的にどのようにやるかを記載する予定としております。 

 

○森田委員長 

次に、総合計画に対する評価手法について、事務局から説明願います。 

 

（２）総合計画に対する評価手法について 

○政策企画課長 

〈 資料２－１により説明 〉 

政策評価の手法につきまして、資料２－１「総合計画政策・施策体系例」と、先ほど御説明し

ました資料１「千葉県総合計画原案の概要」の６ページを照らし合わせながら御覧ください。 

資料２－１、一番左側に三角形「総合計画の体系図」を書いてあります。上から「基本目標」、

「政策」、「施策」、「主な取組」とございます。これが総合計画では、「基本目標」が「大項目」と

いうことで、資料１の６ページをご覧いただきますと、大項目３つありまして、くらし、子ども、

経済に対応しております。その下の「政策」は、資料１の６ページ「中項目（政策分野）」でござ

います。資料２－１では、実際の例としまして、産業分野の雇用を例にとって記載をしておりま

すけれども、これは基本目標大項目の中では「Ⅲ経済の活性化と交流基盤の整備」、この中の「２

挑戦し続ける産業づくり」にあたり、雇用はこの中の小項目「③雇用対策の推進と産業人材の確

保・育成」にあたるというものでございます。こちらが総合計画でどこにあたるのかという階層

でございます。 

そして、資料２－１の一番右側の欄、四角く囲まれているところを御覧いただきますと、これ

が総合計画の進行管理、すなわち政策評価において用いる指標のイメージでございます。四角く

囲んだ一番下に「政策評価の帳票に記載」と書いてありますが、こちらを進行管理において使い

ます。四角の中の一番上、「政策の指標（施策の上位指標・アウトカム指標）」は、計画の中の「政

策」ごとに必ず設定する予定にしております。具体例として雇用で申しますと、「求職者等への就

労支援・職業能力開発を通じた雇用創出人数」というものを、３か年の計画の最終年度にあたり

ます平成２４年度において何人にすることを目標としますという指標でございまして、ここに位

置付けられるアウトカム指標につきましては、県だけで達成できる目標ではなくて、この雇用の
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例ですと県の取組、雇用能力開発ですとか、ジョブカフェちば、これは若者向け就労支援のワン

ストップサービスでございますが、そうした行政サービスを利用して就職をされた方ということ

でございますので、県が県民と力をあわせて実現していく、いわば社会目標というふうに考えて

おります。これを総合計画の中に記載をするということで３年間の計画ですので３年間不変の指

標、平成２４年度を最終的な目標の年度に置き、こちらに定量的な目標を記載するという位置付

けでございます。 

その下に、「施策の指標（中間アウトカム指標）」、「施策の指標（中間指標・アウトプット指標）」 

を書いてありますが、このうち、「施策の指標（中間指標・アウトプット指標）」については、小

項目において必ず設定するということを考えております。そこでは、県として実現をしていく活

動量の目標を記載しまして、計画に記載された「施策の上位指標」と、このアウトプット指標の

間で概念的に乖離があるような場合には、そこを繋ぐような役割の「施策の指標（中間アウトカ

ム指標）」を必要に応じて記載をするということを考えております。 

具体例に即して申しますと、「施策の上位指標」は県が提供している就労支援センターのジョブ

カフェちばですとか、高等技術専門校での職業訓練、こうしたいくつかのメニューを通じて就職

された方の人数というのが最終的な上位の指標となっておりまして、アウトプット指標としまし

ては、その中の職業訓練受講者の人数が入ってくる。そして、その２つをつなぐ「施策の指標（中

間アウトカム指標）」として、職業訓練受講者の中で就職された方はこれだけの人数ですというの

が中間アウトカム指標となります。こうした就労のメニューがいくつかありますので、それぞれ

を通じた合計が「施策の上位指標」に書かれている３年後の数になるわけです。 

一番下の「主な取組」ですが、こちらは、それぞれの取組において実施する事業の予算・決算

などを政策評価の帳票に記載をするということを考えております。 

そして、政策評価の帳票というのは、数値目標だけを記載して、それをクリアしたかどうかの

みを記載するわけではなく、右側の吹き出しに書いてありますが、各指標の目標と実績から、実

績が目標に至らないような場合、どうしてそこが至らなかったのかという要因分析をする、そし

て課題の改善に取り組み、改善の成果を次の施策展開に反映するということを重視しようと考え

ておりまして、帳票では本文としてアウトカム指標、アウトプット指標、中間的な指標それぞれ

について記載する予定にしております。 

補足説明として、先ほど「施策の上位指標・アウトカム指標」は計画に記載されますので３年

間不変と申しましたが、「施策の指標」につきましては、毎年度ごとに見直しをしていきます。最

初の年は平成２２年度においてこれだけの数値にしますということを定める。次の年度になりま

すと、更新をし、年度ごとに取組の進捗状況を見ながら、指標を設定していって、最終的に「施

策の上位指標・アウトカム指標」を達成するということを目指すというような形で、政策評価の

体系の概要を考えているところです。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

続いて、総合計画の進行管理票について、事務局から説明願います。 
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○政策評価室長 

〈 資料２－２により説明 〉 

資料２－２を御覧ください。総合計画の進行管理を行なうにあたりまして、進行管理に必要と

なる要素をこの様式にまとめてみたものでございます。１ページから３ページは施策の進行管理

に関するものでございます。１ページの表題部分ですが、上位の政策分野や施策の主務課をここ

に明記しております。その下の枠の中「目標」、「現状」、「課題」、「取組の基本方向」、これは総合

計画の内容をそのままこちらに転記するものでございます。 

２ページですが、「施策の上位指標」これは総合計画に議案として位置付けられる予定のもので

ございます。そして、「施策の指標（中間アウトカム指標）」と「施策の指標（アウトプット指標）」

につきまして、現状値、目標値、実績値が記入されまして、あわせて過去のトレンドを示すもの

でございます。 

ここで、「施策の上位指標」でございますが、これは県のみで実現できるものでなく県が県民と

共有して実現を目指す社会目標となるべきものと考えております。一番下の「施策の指標（アウ

トプット指標）」ですが、これは県がマネジメントできる指標でございまして、県が責任を果たす

ことが可能な行政活動の目標とするものでございます。したがいまして、行政が実施した事業量

を測るものさしを意味するアウトプット指標を設定するものでございます。この一番下のアウト

プット指標の行政活動が、直接一番上の上位指標と結び付きが弱い場合、行政活動の結果による

一定の成果を示す「施策の指標（中間アウトカム指標）」を必要に応じて設定するものでございま

す。 

３ページでございますが、こちらは施策の毎年度の実施結果を把握し、目標が思うように達成

できていないような状況の場合に、その要因を分析した結果をまとめ、今後の施策の方向を総括

するものでございます。アクションプランの評価のように、達成度をＡＢＣなどに区分しており

ませんが、総合計画が複数年度の計画であるということから、毎年度の達成度を厳密に捉える必

要性が若干薄れるのではないかということや、むしろ政策実現のために何をすべきか、課題を克

服して対応を図るための分析や検討のための評価に力を入れたいと考えているところでございま

す。 

４ページは「主な取組」の進行管理のための様式でございます。「主な取組」の内容とその必要

性や有効性などの「主な取組」の分析欄がございまして、指標の現状、目標、実績、そして課題

など、実施結果を分析し、今後の取組の方向を記載します。 

最後に５ページですが、「主な取組の実施事業」でございます。「主な取組」につきましては、

実施する各事業の実施状況と、実施後に分析する改善点の発見、対応などを記載することとした

いと思っております。 

今回お示ししました様式につきましては、必要な要素として考えられるものを現状でまとめた

ものでございます。委員の皆さまのご意見を踏まえまして今後さらに内容を詰めてまいりたいと

考えております。また、主な取組以下につきましては、予算との連携を図ることも視野に入れて

まいりたいと考えているところでございます。評価結果の公表につきましても、県民の皆さまに

わかりやすく示すことが求められておりますので、この帳票のあり方につきましても、こうした

観点を考慮して、さらに検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。 
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以上でございます。 

 

○森田委員長 

ただいま、総合計画に対する評価手法、進行管理票につきまして、ご説明いただきましたけれ

ども、これにつきましてご議論いただきたいと思います。 

 

○坂野委員 

２つほどお聞きいたします。１つは、議決対象になる指標というのはどこまで入るのかという

ことと、もう１点は、これまで政策評価の取組をずっとやってきたわけですけれども、指標の設

定という面で言うと、これまでの施策評価あるいはアクションプランの施策の指標とどのくらい

連続性がありそうなものなのか。ある程度お聞きした範囲でいうと、かなり連続性があって、こ

れまで過去何年間かやってきたことというのがうまく活かされる形にはなっているのかなという

印象なんですけれども。その２点についてまずお伺いします。 

 

○政策企画課長 

議決対象となる指標でございますが、先ほどの資料２－１の一番左の三角形を御覧いただきま

すと、「政策の指標（施策の上位指標）【３年間不変】」と書いてございます。これが具体的には右

側の欄、イメージですが雇用で申しますと、職業能力開発などを通じた雇用創出人数、この部分

が計画そのものに記載されまして、３年間の計画の３年後の平成２４年度においてこれだけにす

ることを目標にしますと。この部分のみが対象になりまして、その下の「中間アウトカム指標」、

「中間指標・アウトプット指標」につきましては帳票には記載しますが、毎年度見直しをしてい

くということもあり、計画の中には記載をしないというふうに考えております。 

また、連続性につきましては、これまでのアクションプランの評価の蓄積、実績もございます。

そうした中で私どもとしても、指標について上位のものについてはなるべくアウトカム指標にし

たり、アウトカム指標とその下の中間指標とのつながりですとか、そういったものも含めて、各

部と調整をしながら蓄積をしてまいりましたので、それが相当程度今回の総合計画の指標の設定

にも活かしていきたいなと考えておりまして、「施策の上位指標」が計画に記載をされる指標とな

ります。そして、「施策の指標」はこれまでもアクションプランの評価などにも設定しておりまし

たが、これを引き続き進行管理票の中で記載するというように考えております。 

 

○坂野委員 

それと関連しますが、そうしますと施策の上位指標については、年度、年度の報告というのは、

議会に対してはどういう形でされる予定なのでしょうか。 

 

○政策企画課長 

年度、年度の報告につきましては、政策評価としましては、毎年度進捗状況を「施策の指標」

に基づいて把握をして公表するということを考えておりますので、議会に能動的に発表、報告す

る機会はないのですが、対外的に県民の皆さまにホームページ等で公表しますので、必要に応じ
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て議会での質問で進捗はどうなったと聞かれた場合には、それに基づいてお答えするということ

になります。 

 

○坂野委員 

お伺いした背景というのは、議決するということの意味と、先ほど社会目標とのお話だったの

ですが、必ずしも行政が責任を全て負えない部分が、だんだんアウトカムに近いほど出てくる訳

で、そこを社会目標という形で意識されて社会目標として議決されるということは、おそらく県

民、議員含めて共有するという意味合いを持つのだと思うのですけれども、共有するということ

になりますと、できるだけ議員さんも常にモニタリングしてよりよくするためにどう参加してい

けるかみたいなことが、難しいかもしれませんけれども、その辺、参加しやすい仕組みみたいな

ものが有った方がいいのかなと思ってお伺いしたところです。 

 

○政策企画課長 

ご指摘の事項は、議会からこれまでの政策評価制度においても政策評価を決算の審査などに利

用しやすくするべきだといったようなご指摘を受けておりまして、帳票の中で膨大な分析をこれ

までもしておりますので、それをどのように県民にわかりやすい形で公表していくのかというこ

とが課題と考えております。これまでも公表の仕方の改善として、膨大な帳票をＰＤＦでホーム

ページ上にアップロードして好きなところを御覧くださいとするのはあまりにも不親切ですので、

例えば、行政の投入量を、政策評価を踏まえて今後少なくしていく施策や、目標を達成できなか

った何らかの課題があるもの、という部分が論点になることが多いので、その部分についてはま

とめて帳票の当該部分を横断的に抜粋してアップロードするとか、そういった工夫はしていると

ころですけれども、今回の総合計画においても、計画を作った後に議決対象ですので進捗はどう

かということをお尋ねされる機会は議会においても多くなってくるのかなと思っておりますので、

さらに公表の仕方、議会への説明の仕方の改善も考えていきたいと思っています。 

 

○坂野委員 

あともう１つ。県民と共有するという意味合いを持たせますと、わかりやすさはとても大切だ

と思うのですが、「くらし満足度日本一」というお話をした時に、統一の指標を作るものではない

というお話だったのですが、従来やられてきた考え方の中にベンチマークという考え方があると

思うのですけれども、各領域ごとに、この領域でいうと、この県をベンチマークして、そこまで

は行くんだという指標の作り方というのが、県民にとってわかりやすくなるのかなという気もす

るんですけれども、それはいかがですか 

 

○政策企画課長 

ベンチマークという意味では、各都道府県別の順位を出せるものは、それに沿うと思います。

今回の指標の立て方としましても、例えば、農林水産分野におきましては、生産高の全国の順位

というのは統一的な統計が取られておりますので、毎年、千葉県は何位でしたというのが出ます。

そういった統一的な統計があって、かつそれを指標として用いるのが妥当だというものについて
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は、順位を指標にすることもあります。農林の分野ぐらいなのですが、そのほかは各政策ごとに

公的な順位が出る指標で、かつ指標としてふさわしいものがなかったものですから、満足度調査

といったものもあります。例えば、教育の分野ですと、学校ごとに保護者にアンケートを取って

おりまして、本校がやっている生活指導、学習指導について、保護者の方は満足していますかと

いうアンケートに対して、満足、あるいは概ね満足と答えた方の割合を増やしていきますという

のも、指標として今検討しておりまして、それぞれの政策ごとに一番ふさわしく、かつ継続して

アンケートなり統計を取っているものでないと意味がないものですから、その辺を総合的に考え

て設定しております。 

 

○松宮委員 

ひとつお伺いしますが、政策である中項目について、例えば「千葉の輝く魅力づくり」という

ふうな大雑把でイメージ感覚が強い表現が割合多く、人によっては随分とらえ方が違ってくる感

じがいたします。これは指標を作られる場合にもとてもわかりにくく、ひとつの方向性に集約で

きるのだろうかと思います。また県民の皆さんに対して公表されるにあたって、具体的なイメー

ジを持っていただけるよう、うまく伝えていくための工夫についてどのようにお考えですか。 

 

○政策企画課長 

中項目の全てではないのですけれども、中にはかなり幅広い分野の施策が同居しているような

項目につきましては、輝く魅力づくりがその典型かと思いますけれども、なかなかタイトルだけ

読みますとイメージしにくいところがあろうかと思います。これは具体的な計画の中身を御覧い

ただければ、主な取組のレベルまできますと、こういうことをやるんだと、広報をしていくとか、

観光の魅力をアピールしていくとか、農林水産物の良さをアピールしていくといったことがわか

るような形で書いておりますので、計画レベルでこの項目は何を言っているのかわからないとい

うことはなるべくないような形で、県民にわかりやすい計画というのもこの計画策定のコンセプ

トにもなっておりますので、そこは気をつけるようにしています。 

また、指標ですけれども、政策レベルで具体的な施策がイメージしづらいような政策もありま

すけれども、指標としては、広報であれば広報らしい指標、今まだ検討段階でございますけれど

も、各種メディア、テレビですとか雑誌ですとか新聞ですとか、そういったことに千葉県関連の

事項について取り上げてもらえる件数ですとか放送時間といったようなことを指標に記載すると

いったことを今検討しているところです。 

 

○森田委員長 

私もちょっとお尋ねしたいのですが、３年間の計画ということで、一番上位の目標に関しては

３年間不変と書いてありますが、これを最初に決めてしまうと、それを３年後の目標にすること

で、例えば途中の情勢の変化に応じてローリングシステムというような形で見直すというような

ことはない訳ですね、ここは。 
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○政策企画課長 

基本的には、３年間の実施計画の目標としては初年度に設定して、これが、計画期間が１０年

とか、あまり長くなるとずっと固定でいいのかという議論もあろうかと思いますが、３年ですの

で、３年間で大きく社会情勢が転換して計画自体を見直さなければいけないだろうというぐらい

の大きな変更があった場合には、計画の変更も議決対象でございますので、計画の変更とあわせ

て指標も見直すということになります。 

 

○森田委員長 

それともうひとつは、資料１の６ページの表で、大項目が３、中項目が１５ほど並んでおりま

すけれども、それぞれについてなかなか適切な指標は立てにくいと思うのですけれども。また、

必ずしも最上位の目標と中間アウトカムと中間アウトプットというふうに３段階だけではなく、

もっといろいろ出てくるのもあると思うのですけれども、その辺についての指標の整理というの

は、もう既にかなりされているのでしょうか。 

 

○政策企画課長 

現時点で、指標としてほぼ固まりつつありますのは、計画に記載をされます３年間の最上位に

来る指標まででして、その下に来る中間アウトカム指標は、まさに現在各部において検討中とい

う段階でございます。そして、おっしゃるとおり、なかなか定量的な指標になじまないものです

とか、指標を立てること自体、数値的な指標自体がなかなか難しいものなどもございまして、典

型的には、第４章でありますけれども地方分権とか自治体間の連携とか、そういったものが代表

例ですが、目標を数値としては立てにくいものも確かに政策レベルでございますので、そうした

ものは、行政としては何を目指すのかという目標を何も記載しないというのもおかしな話ですの

で、先ほど最終的な総合計画案には、各施策ごとに必ず冒頭に端的な目標を記載しますと申し上

げましたが、これは例外なく記載をしますので、それぞれの施策ごとに何を目指すのかというこ

とは明確にする。その中で、定量的な指標になじむものは計画の中に記載する。こういう考え方

でございます。 

 

○森田委員長 

わかりました。最終目標が、満足度のような県民の方の心理に係わるものが、ちょっと多いよ

うですので、なかなか大変だと思います。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。これはここでこう変えてくださいとかいう話では

なく、議題になったものがどういうものかということで、評価の観点からどういうことが言える

かということを知っていただくのが趣旨だと思います。 

それから、評価手法の資料２－２、こちらの方はどういう形でこれを作ったら良いかというこ

とについては、いかがですか 

 

○松宮委員 

中項目はすべて３年後の目標指標がたてられるのですか。 
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○政策企画課長 

中項目の指標、これは３年間です。 

 

○松宮委員 

その下にある施策（小項目）に関しては、毎年見直しをされて、小項目が置き換わる可能性も

あるというふうに考えてよろしいのでしょうか。 

 

○政策企画課長 

小項目、これは指標としましては単年度でございますが、計画に記載をする中項目、小項目、

主な取組は３年間不変です。では、どのように政策評価においてローリングをしていくのかとい

うことについて申しますと、主な取組の中に県としてこういうことをやりますということを記載

しますが、それはかっちりと何事業を年間何回やりますというまで具体的なものは記載しません

ので、先ほどの総合計画原案の本文を御覧になるとおわかりになるかと思いますが、例えば資料

１の２４ページを御覧いただきますと、この「主な取組」、こちらの本文に記載をされているよう

な抽象度でございますので、その各取組の本当に具体的な運用の仕方であったり、何事業を年に

何回やるのか、どういった人たちを対象に具体的にやるのか、といったところまでの具体的なや

り方というのは、この計画ではそこまで縛っていませんので、これのやり方の改善といったもの

が実際の毎年度ローリングをしていく政策評価において、目標になかなか達成していない場合に

ついては要因を分析し事業のやり方を変えるとか、全く新たな新規の事業を、この計画に記載を

すべきような大きな事業を新規に立てるというのは難しいと思いますが、そういった改善の仕方

というイメージです。 

 

○松宮委員 

３年後の目標指標を実現するための施策が、毎年見直しはするが 3 年間不変というやり方のと

ころですが、見直しをする時に次の年にも本当にこれが効果的なのかを、どういった観点から評

価するかが難しくなるのではないかと感じます。実際に始まってみないとよくわからないかもし

れませんが。 

 

○森田委員長 

進行管理票の書き方、これはこちらのほうでご意見があれば反映をされるということですが、

いかがですか。 

こういう様式でこういう形で整理をしていただくということで、これまでのやり方から見ます

とかなり簡略化されたものだと思います。２ページまでは客観的事実を書いて、３ページ以降は

実質的評価になるわけですね。 

これまでの経験で言いますと、進行管理票があまりにも詳細で、また大部なものになりますと、

作成される方の負担が多くなるということですし、やはり今の指標の問題もありますけれども、

どのように書くか必ずしもモデルどおりにはいかないところがありまして、そういうところは、

お書きになるのにずいぶん苦労されていたところがあったと思いますし、また読む方もなかなか
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苦労したというところもございますので、なるべく簡略に、数値目標が今回はかなり具体的に入

るようですし、数値からなぜはずれたかということが、簡潔に書いてあれば充分と思いますけれ

ども。 

 

○坂野委員 

今、少しだけ気になったことが１点あるのですが、この進行管理票が施策の目標から書かれて

いるので、施策を達成したことが政策のレベルにどう関係しているかということの分析がこの票

だと抜けてしまうのではないかと思うのですけれども、それについては、政策のほうは多分毎年

度毎年度見るというよりはもうちょっと長期の影響を見ていかないといけないものだと思うので

すけれども、やはり常にそことの関連というのを意識した分析が必要なのかなという気がするの

ですが、いかがでしょうか。 

 

○政策評価室長 

資料２－１で「総合計画政策・施策体系例」というものがございます。資料２－２は進行管理

票の様式で現時点で考えられている要素を盛り込んだものでございますが、今、坂野先生からの

ご指摘にもございましたけれども、政策における上位指標の実績と目標との乖離を見ていかなけ

ればなりませんし、その下の中間アウトカムの目標と実績の乖離もそれぞれ見ていくと。 

上位目標は社会目標として県だけで実現できるものではないので、その要因分析として外部要

因によるものなのか、社会目標といっても行政活動に問題があったものか、そういった要因分析

をしていかなければいけないのかなと。そのうえで、中間アウトカムあるいはアウトプットの指

標についても同様に要因分析をすることによって、県としての取組に問題があるものについても

明らかにしながら、関連を見ていくような。これは進行管理票ではないのですが、別途全体の概

観を一覧で確認できるようなものは検討したいと思っております。 

 

○森田委員長 

今の坂野先生のご質問ですけれども、「今後の施策の方向」というのは一応書く欄が進行管理票

３ページ、４ページの下にあるのですが。それと５ページの最後の改善点。これも施策の枠の中

でということになろうかと思うのですけれども。 

 

○政策企画課長 

先生のご指摘は、この進行管理票が施策ごとにまとまっていて、施策で完結したような書きぶ

りになっていて、施策がどう上位の政策に寄与したという分析がないのではないかというご指摘

ということですね。 

ご指摘をお聞きして、確かにおっしゃるとおりと思いまして、おっしゃるとおりその欄がない

ので、進行管理票３ページのところが施策の総括ですから、ここが施策で完結した世界になって

しまっていて、施策の実施結果がどう上位の政策に寄与したのか、あるいは足りないのかという

部分がないので、欄を増やすのか、それともそういうこともこの実施結果に書くのか。おそらく

欄を増やしたほうが明確かとは思いますけれども。今回の進行管理票、なるべく簡略化して欄を
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減らす方向を主に考えていたものですから、そこが抜けておりましたが、そこの部分はおっしゃ

るとおり必要かと思いますので、ちょっと工夫をしたいと思います。 

 

○坂野委員 

本来であると、現実的にできるかどうかという話を抜きにして語るところがあるから申し訳な

い気がするのですが、ちゃんと政策目標、施策目標、事業目標というのがロジックモデル分析み

たいな形で、どういう関係になっているかということがあれば、今言ったようなこと、それをベ

ースにして、本来はこう繋がっているはずなんだけれども繋がっていなかったと、それはなぜか、

とかいうことのコメントが、事前にそういうことがちゃんと分析できていると書きやすくなると

思うのですけれども。それはなかなか全ての所属にきちっとした形でやるというのは大変なんだ

と思うのですが、施策の体系作られたときにある程度相互の関連とか見通しというものを前提に

して多分考えられていると思うので、できるだけそこの部分が計画を書かれた時に明確になって

いると、今言った部分が書きやすくなるのかなという気がいたしますので、そこら辺注意して、

今もう計画出来てきているものですから、次に評価しながらそういうところを充実していくみた

いなことに繋げていければいいのかなと思いました。 

 

○森田委員長 

施策そのものは計画の中に書かれてしまうわけですよね。数値目標はともかくとして。という

ことは、これ自体が上位目標に対してこの施策はあまり有効でないということは、評価結果とし

ては出るかもしれませんけれども、それを見直すというのは、対象となっている所管課では必ず

しもないわけですね。この場合は。 

 

○政策企画課長 

見直すのは次期計画になります。 

 

○森田委員長 

したがって、論理的な前提としては計画を作るときはその辺は精査をして上位目標に対して最

も有効な手段としての施策が書き込まれているということになりますから、それぞれ評価の対象

となる担当課としてはその施策に掲げられた目標を精一杯実現していくということになるという

ことだと思います。それが本当に計画として備わっているかどうかはまた３年後に見直す。そう

いう関係だということですね。 

その意味で言いますと、むしろ情報としては、施策全体のより上位の政策に対する有効性のよ

うなものもどこかでコメントとして書いておいたほうが良いと思いますけれども、この施策はあ

まり役に立ちませんとか、もっと拡充したほうがいいですよというのは、ちょっと書きにくいと

ころかなと思います。 

 

○松宮委員 

３年間たったところで、毎年一生懸命がんばって各施策についてはうまくいったけれども、結
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局、政策の目標指標にはあまり良い効果が表れませんでした、ということが一番避けたい状況だ

と思います。そうならないように、毎年やはり相互効果の関連はきちんと見ていけるような工夫

が進行管理票でできればよいのですが。 

 

○森田委員長 

それはわりとテクニカルな、評価のある意味で枠を超えたものかもしれませんし、また、政権

交代が起こると何が起こるかわかりませんので。 

そういう意味でいいますと、私の希望としましては、なるべく進行管理票は簡略なもので、担

当課の方があまりご負担にならないようにするというのと、かなり指標が立てにくいところもあ

るかと思いますので、それは試行錯誤しながら弾力的に見ていただければと思っておりますので、

そういうことを希望させていただきたいと思います。 

ほかの論点等はいかがでしょうか。 

いかんせん一番上位の数値目標というのが書かれて議会の議決対象となるということ、これが

最大の制約要因というか、拘束要因といいましょうか、前提になりますので、その中で施策を実

施するということになるかと思いますので、いろいろと難しいところもあるかもしれませんし、

やりやすくなるかもしれませんし。 

特に失業率というのは経済的要因でまったくどうなるかわかりませんので、仮にこれで景気が

回復しますと、そうたいした努力をしなくても、と言っては失礼かもしれませんが、かなり目標

を達成できる可能性もありますし、そうでないとしますとなかなか大変だということもあります。

そういうものだということで評価をしていただきたいと思いますし、そういうものだということ

をメディアその他を通して外に発信していきませんと、数字だけがひとり歩きして達成度が低い

ではないか、そういうまさにアウトカムだけを見ての評価といいましょうか、そのように受け止

められると、それをやっていらっしゃる方には気の毒になりかねないと思います。 

 

○坂野委員 

そういう意味で言うと、進行管理の指標の考え方というのが、議決している指標は社会目標で

あって、こういう性格のものであって、もうちょっと責任持てる指標というのがこういうところ

で、その両方で見ていくことに意味があって、という、そういう解説は明確にしておくほうが良

いのかなという気がいたしました。もうひとつは、進行管理が本当にうまくいっているかどうか

のひとつの指標は、県民が関心を持ってくれて、どのくらい進行管理票について何かコメントを

くれるかどうかということも進行管理自体の評価の指標として考えても良いのかなと思います。

今まではとてもオープンにしてもほとんどアクセスがないというのが多分どこも現状だと思うの

ですけれども、わかりやすい指標が出来て、わかりやすいコメントが書かれて、県民から逆にも

っとこういう施策の展開をしたほうが良いのではないかという提案が増えていくこと自体がすご

く重要なことのような気がします。そういうこともあるのかなと思いました。 

 

○森田委員長 

それでは予定より少し早いですけれども、ご出席の委員の方が少ないということもありまして、



 - 17 -

この議題についてはこれくらいにさせていただきまして、次は３番目の今後のスケジュールにつ

いてということで事務局の方から御説明お願いいたします。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

○政策評価室長 

資料３の「政策評価制度の見直し工程表」を御覧ください。真ん中と一番下に矢印が左から右

に通っていますが、上の太いほうの矢印の左の上が本日の政策評価委員会でございます。 

本日は各部主管課ならびに施策主務課の皆様がお越しになっていただいておりますので、この

政策評価委員会終了後にこの政策評価の手法などの不明な点につきまして確認をしていただけれ

ばというふうに考えております。 

２月に入りますと、進行管理票につきまして、計画に掲載することとなったその必要性などの

部分につきまして、計画の公表にあわせて公表したいと考えております。 

２月から６月の政策評価制度原案作成というところでございますが、このあたりの時期までに

委員の皆さんともご相談しながら、具体的な政策評価制度の詳細についても原案を作ってまいり

たいと考えております。 

４月に入りますと、まだ制度が確立する前ではございますけれども、年間のスケジュールや制

度の概要の説明などを主管課や施策主務課に説明する会議を開催したいと考えております。 

６月には原案を作成し、その原案に対して庁内の担当者から意見をいただければと考えており

まして、その結果を踏まえまして政策評価委員会にその原案に対する意見をいただきたいと。 

７月から８月にかけまして、政策評価制度案を作成して、庁議にも諮ったうえで制度化し、９

月を目途に主管課や施策主務課に内容の説明をできるようにしたいと考えております。 

 

○森田委員長 

これは議論するというより承るということですが、何かご意見とかご質問等ございますでしょ

うか。 

 

○坂野委員 

この制度に則って最初の政策評価をするのはいつからになるということでしょうか。この９月

のあと、１０月くらいから。 

 

○森田委員長 

結果が出ていませんから、来年の３月以降。本来継続しているならば、昨年の実施結果につい

て評価をすると同時に、事前の評価もあるわけですけれども、事前に関して言えば計画の作成段

階で既に行われているということでございますし。少しお仕事がなくて寂しいですが。 

 

（４）その他 

○森田委員長 

その他、事務局から何かございますか。 
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○政策企画課長 

特にございません。 

 

○森田委員長 

それでは、今日は非常に効率的に審議が進みまして、これで終わりにしたいと思います。どう

もありがとうございました。 

 

○司会 

以上を持ちまして、第２回政策評価委員会を終了させていただきます。 

委員の皆さまには、長時間にわたりましてご審議いただきありがとうございました。 


