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第１回千葉県政策評価委員会議事録（概要） 

 
日時：平成 16年 4月 27日（火） 

午後 1時 30分から 
場所：千葉県庁中庁舎 3階第 1会議室 

 
１．開会 

 

○司会 会議に先立ちまして申し上げます。報道関係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。 
会議を始める前に、お手元の資料確認をさせていただきます。 
 

＜次第、資料１～１３確認＞ 

 

○司会 ただ今から、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 堂本千葉県知事よりごあいさつ申し上げます。 
 

○堂本知事 本日は、雨の中を駆けつけてくださいまして、本当にありがとうございました。 
いよいよ政策評価委員会をスタートさせていただきたいわけですが、今まで、政策評価については

充実していたわけではございません。私が就任した時も制度はできていたのですが、内部評価のやり

方が大変強いものでした。大変手間暇がかかるような評価のシステムであったため、仕事が動いてい

く上であまりにも複雑になってしまい、行政運営上よろしくないのではないかという判断により、で

きていた評価システムを使うことをやめたわけです。 
だからといって、評価のシステムがないということは、きちんと政策を立案し、それがどのように

執行され、それが果たして正しいのかということが明確にならないため、これからやっていかなけれ

ばならないというご指摘を早くからいただいていたところです。 
県の試験研究機関の研究課題等を対象とする評価制度、大規模な公共事業等について事前に事業着

手の妥当性等を検証するための大規模公共事業事前評価制度を導入してまいりました。その大規模公

共事業事前評価制度を立ち上げる時に、本日いらっしゃいます森田先生、坂野先生がご尽力くださっ

たわけですが、また続けてお願いをしたいと思っております。 
試験研究機関の評価を少しやっただけでも、いかに評価が大事かということを痛切に感じました。

何を誰がどのようにやっていて、それが実際に一つひとつの政策の必要性、行政とどのようにリンク

していくのか、あるいは具体的に農業・漁業といったような県民のニーズとどのようにマッチしてい

くのかということが明確ではございませんでした。やはり、そうした評価をしながら、最も適切なや

るべきことを、それぞれの部署で展開していくということが大変大事だというふうに思っております。 
これから制度の枠組みなどについて、いろいろご検討いただきまして、いい制度を確立していただ

けたらと思っています。そのことによって、千葉県の行政運営が少しでもスムーズに、そして、県民
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にとって最も望ましい方向で展開できるようにと思っております。 

よろしくお願い申し上げます。 

 
３．委員委嘱状交付 

 

○司会 次に委嘱状の交付をさせていただきますが、時間の都合もございまして、お席に配布させて

いただくことで替えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
４．委員紹介 

 

○司会 ここで企画調整課長から、ご就任をいただきました委員の皆様のご紹介がございます。 
 

＜企画調整課長：資料１により委員の紹介＞ 

（知事退席・報道機関一時退席） 

 
５．議事運営について 

 

○司会 これより当委員会の議事運営に入らせていただきます。 
最初に、委員長選出までの間、仮議長として、恐縮でございますが坂野委員にお願いできればと思

いますが、よろしいでしょうか。 
（坂野委員了承） 

 
○坂野委員 委員長が決まるまでのしばらくの間、仮議長を務めます。 

最初に、千葉県政策評価委員会組織・運営要領について事務局から説明願います。 
 

＜事務局：資料２「千葉県政策評価委員会組織・運営要領」について説明＞ 

 
○坂野委員 ただいまの説明に対して、いかがでしょうか。 
特にご質問がないようですから、次に移りたいと思います。 

 
○坂野委員 それでは、ただいまの組織・運営要領第４条第２項の規定により、委員長を委員の互選

により選出したいと思います。どなたかご推薦いただけませんでしょうか。 
（森田委員を推す発言あり） 

 

○坂野委員 ただ今、委員長に森田委員をというご発言がございましたがいかがでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

 

○坂野委員 それでは、森田委員に委員長をお願いすることとし、以降の進行につきましては森田委

員長にお願いいたします。 
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○森田委員長 森田でございます。ただ今、委員長に選出していただきました。委員長を務めさせて

いただきます。 
現在の地方自治の置かれている状況は、大変厳しいものがあります。これから千葉県が努力して生

きていくためには、施策の大幅な見直しも必要ですし、真に必要なもの、発展させるもの、あるいは

そうでないものについても、きちんとした判断が必要になってくるのではないかと思います。 
政策評価というのは、これまでは予算という入口側で行政の活動をコントロールしようとしていた

わけですが、何をしたかという出口の方で評価をする仕組みであろうと思っています。その方が、弾

力的・柔軟に施策の見直し等が可能になると言えるわけですが、現実には大変難しい問題であろうと

思います。評価は、する方もされる方も、試行錯誤をしばらく続けていかなければ、しっかりした評

価の仕組みというのはできないと思います。理論にしても手法にしても、まだ研究をしながら、試み

ながらやっていくというところではないかと思っています。 
これから皆さんの協力を得て任務を果たしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
議事を進めさせていただきます。 
まず、私が何かの事情で出席できなくなった場合の職務代理については、委員長が指名できるとい

うことですので、坂野先生にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
（坂野委員了承） 

 

○森田委員長 次に評価委員会の公開に関する取扱要領についてお諮りいたします。これにつきまし

て事務局より説明お願いします。 
 
＜事務局：資料３により「千葉県政策評価委員会の公開に関する取扱要領（案）」について説明＞ 

 

[質 疑] 

○森田委員長 ただ今のご説明につきまして、何かご質疑ございますでしょうか。 
 

○森田委員長 私から１点確認させていただきます。第５条の会議結果等の公開ですが、公開するの

は要録ですか。 
 
○事務局 要録を公開することを考えています。公開につきましては、委員の皆様方にあらかじめご

了解を得た上で公開をしたいと考えております。 
 

○森田委員長 今の件も含めて、よろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

 

○森田委員長 それでは事務局（案）のとおり決定させていただきます。 
（報道機関再入室） 

 
６．議題 

（１）制度について 
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○森田委員長 続きまして、議事に入らせていただきます。 
はじめに、「制度について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 
 

＜事務局：資料４・９・１３により「制度」について説明＞ 

 

[質 疑] 

○森田委員長 ただいま事務局より「制度について」説明がありましたが、これにつきましてご質問

等ありましたらお願いします。若干、制度が複雑となっておりますので、お気づきの点等ございまし

たらお願いいたします。 
 

○北大路委員 アクションプランは、どちらかというと毎年柔軟に対処することができるということ

ですが、基本理念と基本方針に何か年限があるのですか。また、５つの戦略プロジェクトと２９の重

点施策の違いがよくわからないので教えてください。 
 

○企画調整課長 「千葉からの『変革と創造』」という基本理念の部分は、当面変わることはないと

考えています。「あすのちばを拓く１０のちから」は、固定のものとせずに見直しをしていくという

ことを宣言しており、必要に応じて見直されるものであると考えています。 
５つの戦略プロジェクトと２９の重点施策については、２００４年のアクションプランからこのよ

うな取扱をしています。千葉県は非常に財政状況が厳しい中にあり、具体的な施策展開に当たってい

ろいろと苦労しているところですが、中でも県民の関心が非常に高い５つの分野につきまして、戦略

プロジェクトという位置付けをしました。 
 
（２）課所掌の基本施策評価について 

 

○森田委員長 次に「課所掌の基本施策評価について」お願いいたします。 

事務局より説明お願いします。 

 
＜事務局：資料７・８により「課所掌の基本施策評価」について説明＞ 

 

[質 疑] 

○坂野委員 評価票を書くこと自体がどういうプロセスで行われているのか、それがどう意思決定に

反映できるのかが重要で、そのことを評価するための一つの判断材料として、評価票の出来の評価が

あるのだと思います。 
 施策を類型別にピックアップして評価するという提案でしたが、もう少し評価の対象を広げて、評

価のプロセス自体を評価することが重要だと思います。担当者から１クールやってみた感想や意見を

聴取することがよいと思います。 
 
○松宮委員 基本施策進行管理票とアクションプラン施策進行管理票を見させていただいて、この二

つの関係をもう少し明確にしたほうがよいのではないかと思いました。部や課の中で、自分たちで自

己評価をすればよい部分と、各課所掌を持ち寄って戦略に照らして評価されるべき部分といった分類
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があってもよいと思いました。 
基本施策進行管理とアクションプラン施策進行管理との関連について、どのような位置関係で今後

機能をさせていかれるかについてもう少し教えていただけますでしょうか。 
 
○企画調整課長 アクションプランというのは、横割りの、課の枠を越えて重点的にやっていくもの

で、複数の課にまたがっているというのが原則です。しかし、県庁の事務全てを網羅している訳では

なく、別途課の事務という形で見ていく必要があります。 
本来ならばアクションプランの策定と事前評価というのは同時並行的にやるものですが、今回、ア

クションプランは表に出てしまっていますし、予算も既に執行されているということで、事前評価の

意義の部分が非常に薄れているわけです。 
これから２００５年のアクションプラン策定作業を行っていきますが、アクションプラン作業だけ

ではなく、来年度の組織や人事についても検討する必要があります。政策評価制度を、組織・予算あ

るいはアクションプランの見直しに使っていこうということで、二本立てにしております。 
 
○坂野委員 課所掌の基本施策評価は、基本的には全て課の責任と担当でやってもらい、この委員会

では、定着するための制度や支援について考えるべきであると思います。重点的な政策のレベルでの

全庁的・戦略的な評価については、企画部門が評価やアドバイスするのが本来の姿だと思いますが、

それにアクションプランが対応しているのではないでしょうか。それがどういう体系で、どういうア

ドバイスの機能を持つのかということが明確にされてないのが現状ではないかと思います。この委員

会は、どこの機能を誰が担当しているのか自体を明確にできる機会だと思います。 
 
（３）アクションプラン評価について 

 

○森田委員長 次に、アクションプラン評価についてご説明いただくことになっていますので、これ

を先に説明いただいて、その後併せてご意見を伺ったほうがよいのではないかと思います。説明をお

願いいたします。 
 

＜事務局：資料１０により「アクションプラン評価」について説明＞ 

 

[質 疑] 

○森田委員長 千葉県の政策が県民に対してどれくらい有効かということと、県の担当部局のパフォ

ーマンスがどれくらい高いのかということは、少し評価の質が違うと思います。アクションプランは

県の重点政策であり、県民に対して政策の有効性そのものを評価するというのがアクションプラン評

価で、課レベルの基本施策評価については、課自体が一つの目標に対してどれくらいきちんとやって

いるのかという評価に結びついていくという気がします。 
 これを一緒にやるということ自体がどうなのかというのは、制度設計の問題に関わることですが、

アクションプランの方は、達成度を何らかの客観的な指標により、課を横断して評価をしていくもの

であり、課レベルの方については、それぞれの課がどれくらい一生懸命仕事をしているかという評価

で、それを自己評価でやってもらうことが一番いいわけです。 
自己評価については、横並びの基準が必要であり、それをどういう形で定着させていくかというこ
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とが課題です。また、内部だけの自己評価だと「お手盛り」になる可能性もあるので、評価担当部局

が評価した結果把握したいくつかの難しい案件、方法に関することやトータルな結果について委員会

の場に出してもらい、それを再度確認するという役割分担があるのではないでしょうか。 
課レベルの施策評価については、特に総務・企画といった管理部門は自ら目標をたてにくいところ

ですが、民間企業の場合にも似たような問題があると思います。行政にはそういう部門がかなり多い

と思いますので、そういう点について知恵を出し合い考えていこうというのが今年度のこの委員会な

のではないでしょうか。 
 
○木村委員 二つの観点をどう調和させるのかという問題があると思います。現実的な作業の困難さ

を考えると、アクションプラン評価と組織単位の評価のいずれを重視するのかということを、ある程

度明確にした方がよいのではないでしょうか。建前上は車の両輪だというような表現ですが、実際に

どちらに重点を置くのかという判断が職員にあってもいいと思いますし、どちらに重点をおいて委員

会で議論するのかという選択肢があると思います。 
 ２つの軸についての名称ですが、課所掌の基本施策評価という名称はいかにも熟していない名前と

いう感じで、なかなか馴染めないと思います。政策単位・組織単位という言葉をはっきり使ってしま

った方がよいのではないでしょうか。また、アクションプランというのは役所の言葉としては定着し

ているのでしょうが、一般にはなかなか受け入れられないところがあると思います。 
今後はアクションプランの評価が主流になっていくのではないでしょうか。国の場合でも政策単位

の予算編成を今試行錯誤でやっているわけですから、将来的にはこのアクションプランの評価が中心

になっていくのではないかと思います。 
 
○北大路委員 アクションプランの方が重点というのでしたら、そちらを中心にした方がいいのでは

ないでしょうか。 
 
○坂野委員 課所掌の基本施策評価については、課という組織単位で考えるのではなくて、ミッショ

ン単位で考えること、要するにミッションを特定し、組織の再編まで射程に入れて考えていました。

意図としては、課がいろいろな政策を展開していく上の基本的ユニットになるだろう、それは既存の

組織の課というのではなくて、ミッションで考えるべきだろうという発想でした。しかし、いきなり

課から離れてミッションで考えていくことは馴染みにくいということで、ある意味妥協の産物がこれ

なのです。 
政策には上位・中位・下位というものがありますが、アクションプランは上位の部分にあるのでは

なく、単年度ごとに見直すということからも、もう少し事業に近いところにあると思います。ですか

ら、アクションプラン中心で政策を考えること自体、現実に少しそぐわないという部分もあるのです。

資料９を見ても、基本理念があって、１０年の思想があって、アクションプランはその三層の一番下

に入っているような図になっています。到達しようとしている方向との理念と、現実に使われている

言葉等がどのような関係にあるのかということを、もう一度整理しておかなければならないと思いま

す。 
 
○松宮委員 基本理念にそった基本方針があり、そしてアクションプランがあるという構成であれば、

単年度ごとの事業活動につながるアクションプランには、それぞれの課全てが網羅されるべきではな
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いでしょうか。県が一体となって目指すミッションに向かっていくときに関係ない組織というものは

なく、同じ方向に向かってそれぞれの仕事を見直すということが必要ではないのでしょうか。また、

アクションプランに沿った形の課の施策を、県が皆で推進していくのであれば、それを一つのベクト

ルとしてみんなが力を合わせてやれるように、その方策に沿った課の構成なり、重点施策というもの

が出てくるべきであると思います。今後、実際はどうなっているのかということも検証しながら進む

ことが必要であると思います。 
 
○木村委員 伝統的な行政法学の考え方というのは、組織の単位というのは政策の単位とほぼイコー

ルだという前提があったはずです。政策の区分は、組織と政策、あるいは予算配分をどうつなげるか

という大きな問題になります。 
 ただ、今の時点で課所掌の基本施策評価というのは、妥協の産物であるにしても、組織割りという

イメージがあると思いますので、そのようなことはむしろはっきり書いた方が一般的にはわかりやす

いですし、「暫定的」という要素を表に出したほうがいいのではないかと思いました。また、アクシ

ョンプランというのも、全部の行政上の政策を網羅している訳ではないので、むしろこのアクション

プランを形容するのであれば、横断的とか、縦断的とか、そういう言葉を表に出した方がわかりやす

いのではないでしょうか。 
 いずれにしても、当然アクションプランという重点施策から漏れ落ちる要素があるはずなので、別

途の枠組で考える必要があると思います。 
 
○北大路委員 この膨大な資料を見ておりまして、これをこのまま進めていくのか、それともコスト

効率を重視したやり方に変えるのか、この段階で考えた方がよいのではないかと感じています。 
課単位の評価のほうについては、これを使って２、３年のうちにマネジメントの中身が確実によく

なると思う管理者の方が少なくとも３割位いるのであればやってもいいと思いますが、基本的に何か

の業務プロセスの改善に結びつかないと、大変な労力をかける意味があまりないということになる気

がします。 
千葉県では、まずはあまり手間隙かけないで、本当に効果のあるところだけ行うとか、成果の出そ

うなことに重点を絞ってやるという選択肢もあるのかなという気がします。 
 
○森田委員長 あらかじめ確認したいと思いますが、この委員会は、県の行った評価について意見を

述べ、評価のやり方、制度面の改善についていろいろと助言をしていきます。元の政策そのものがい

いか、悪いのかとか、政策体系そのものに問題があるのではないかということをつい言いたくなって

しまいますが、これは委員会のミッションの範囲を超えている話にもなりかねません。それを前提に

した上で、きちんと評価がなされているのかということを見ていくのが、委員会のミッションである

と思います。 
 もうひとつは、政策評価は何のためにやるのかということです。内部での政策改善、イノベーショ

ンにどう結び付けていくかということが、日本の政策評価の場合かなり重点が置かれています。最初

にアメリカから入ってきたときには、住民に対する説明責任の重要性というのが指摘されていますし、

三重県などでは、職員の意識改革の手段として制度が使われています。どこに重点を置き、その評価

情報を作成する目的をある程度はっきりさせておかないと、無駄な労力を使って不必要な情報が作ら

れることになりかねないと思います。 
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多くの職員が、ミッションと結び付けて、自分の仕事はいったいどういう意味を持っているのか、

それを改善していくとどうなるのかということを、もう一度考え直してもらう機会としては、この課

所掌の基本施策評価というのはそれなりに意味があるのではないかと思います。 
最初は、制度そのものをどうイノベートしていくのかが課題となるのではないでしょうか。ここで

どれくらい財政の効率化に結びつくかとか、パフォーマンスがあがるかとか、それを評価に期待する

というのはちょっと過大であると思います。 
いかがでしょうか。 
本来、議長は司会をするだけですが、最初ということと、坂野委員と関わってきたこともありまし

て発言させていただきました。 
 
○坂野委員 北大路委員が、アクションプランを評価の対象にと言われたのはなぜでしょうか。 
 
○北大路委員 直感的にそのほうがあまり手間をかけずに大きな効果が出そうだというだけの話で

す。もちろん課所掌の基本施策評価をやめるほうがよいとは言っていません。ただ、どちらに重点を

置くのか考えると、アクションプランは相当ハイレベルな説明責任の情報にもなると思いますので、

作る情報として有効性が高いというような気がいたしました。 
 
○森田委員長 今日は、評価手法についていろいろと意見が出ましたが、もう一度事務局に検討して

もらい、整理の上、よりよいものをご提案いただきたいと思います。そしてまた試行的にやっていた

だくということになると思います。もう少し制度そのものの方向性・目的を明確にし、スリム化して

いくという意味で検討いただければと思います。 
 部長を含めまして、何かございますでしょうか。 
 
○総合企画部長 アクションプランは、緊急性や重要度を重視してまとめたものですから、アクショ

ンプランを県の施策の全体系であると見るのは非常に難しいという気がします。 
 従来、内部的な検証は、企画サイドではなくて財政サイドが予算査定の中で議論してきました。表

面上は予算査定ですが、そこにおける議論というのはまさに事務事業評価でした。それを企画サイド

に持ってきて、客観的な評価をできるような訓練をしていく必要があります。 
また、予算の枠配分方式が先行したことにより、各課でかなりの議論がされています。千葉県は財

源的な余裕が全くなくなってきたために、いろいろな視点から点検しないと予算が組めないというよ

うな状況までは追い込まれていますので、いい機会だったと思います。各課が、成果や目的に対する

意識を持ち、この評価方式にうまく馴染んでもらうとともに、できるだけ効果的で、しかも労力をあ

まりかけないようする工夫が必要であると思います。 
組織と施策の問題については、組織のラインと横断的なスタッフ制との調和の面で、この評価が活

かせるような形にしたいと思います。 
 
○森田委員長 予算にどう連動させるのか、ここで議論することではないと思いますが、枠配分にな

った場合にそれぞれの部局で裁量の幅が広がります。そこでの選択の判断が正当だということを外部

に対して証明するのに、この仕組みを使えると思います。そういう形で活用していただきたいと思い

ます。 
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（４）今後のスケジュールについて 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、スケジュールについてお願いいたします。 
 

＜事務局：資料１１により「今後のスケジュール」について説明＞ 

 

[質 疑] 
○森田委員長 第２回の委員会は、評価のやり方について、事務局でもう一度ご検討された結果を伺

うということになろうかと思います。今の話ですと、１７年度はアクションプランの方に少し集中し

た評価の仕事になるのかなという気がいたします。ご検討いただきたいと思います。 
 
○坂野委員 １６年度の事前評価をやったわけですが、それの総括、反省の上に１７年度をやらなけ

ればならないと思います。５・６月は、評価票を書いた各課の担当者や課長から意見を聴く機会を作

って、１７年度につなげる、場合によっては方向転換するということも必要なのではないでしょうか。 
 
○森田委員長 基本的に事後評価までワンサイクル経たないと、どういう意味があるのかなかなか出

てきにくいところです。事前評価の段階でいろいろとイノベーションをはかるといっても、また試行

錯誤になりかねません。私自身は、少し息を長く見て仕組みを作っていかないと、早急にはできない

と思います。そうは言っても、一度作られた方からきちんと意見を聴き、それを反映し改善していく

ことが必要だと思います。 
 それでは、このスケジュールで進めていただきたいと思います。年４回くらい開催ということにな

ると思います。 
 
７．その他 

 

○森田委員長 最後に、その他ということで、何かご意見等ございますでしょうか。 
（「ありません」の声あり） 

 
○森田委員長 それでは、以上で終了させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 
どうもありがとうございました。 

 

８．閉会 

 

○事務局 これをもちまして、第 1回千葉県政策評価委員会を終了させていただきます。 

どうもありがとうございました。 


