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第２回千葉県政策評価委員会議事録（概要） 

 
日時：平成 16年 7月 20日（火） 

午後 2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。報道関係者より撮影の申し出がありましたので、御了承

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１～４確認＞ 

 

ただ今より、第２回千葉県政策評価委員会を開催します。 
本日、北大路委員におかれましては、所用のため欠席となっておりますので、御報告させていただ

きます。 
 
２．あいさつ 

 

○司会 まず、開会に当たりまして、小糸総合企画部理事よりごあいさつを申し上げます。 
 
○小糸総合企画部理事 委員の皆様におかれましては、本日は大変御多用中また大変暑い中、御参集

いただきましてありがとうございました。 
４月の第１回委員会におきましては、千葉県の政策評価制度を実際に立ち上げていただいたわけで

すが、今後、この制度を実際に運用していくという、次の非常に重要なステップに入っていると私ど

もは認識しています。特に８月以降になりますと、来年度に向けてのアクションプランの策定作業や

予算の編成作業が本格化してきますが、こういった政策の立案あるいは予算編成と政策評価を、どの

ような形でうまく連携させて、それぞれをよりよいものにしていくかということが、今年の一つの大

きなポイントではないかと考えています。 
そこで本日は、こうした本格的なプロセスに入る前に、今後の制度の運用のあり方や、この委員会

における御審議のあり方としてどのような方法が適切なのかなどの議題を中心としまして、皆様方に

更に御議論を深めていただければと思っています。 
本日はよろしく御審議の程をお願いいたします。 

 
○司会 それでは、以降の進行を森田委員長にお願いいたします。 
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○森田委員長 皆さん、こんにちは。 
今、小糸理事から、県は予算編成作業などの時期に入るというお話がありましたが、国全体として

も、三位一体改革がかなり混迷をしてきており、どの補助金をどのような形で廃止していくかという

ことについて、大変話題になっているところです。 
いずれにしましても、少し景気がよくなってきているとはいえ、財政から見る限りではまだだいぶ

借金が残っており、これにどう対応していくかを考えると、きちんとした評価をして、いわゆる財政

規律というものが守られていることを示していくことが、これから重要ではないかと思っています。

その意味で、この政策評価委員会もそうですし、評価そのものも大変重要になっていくということは

間違いないかと思われます。 
私の冒頭の挨拶はこれくらいにさせていただき、早速議事に入らせていただきます。 

 
３．議題 

（１）第１回政策評価委員会における各委員意見への対応について 

 

○森田委員長 はじめの議題は、「第１回政策評価委員会における各委員意見への対応について」で

す。 
事務局より御説明をお願いします。 

 
○企画調整課長 それでは、資料１を御覧ください。 
第１回委員会におきまして委員の皆様からいただいた御意見について、県としての基本的な考え方

をまとめたものです。 
まず、①アクションプラン評価と課所掌の基本施策評価のどちらかに重点を置いた方がよいのでは

ないか、②アクションプランの方が重点ならばそちらを中心にした方がいいのではないか、③政策評

価を何のためにやるか。どこに重点を置くのか、その評価情報を作成する目的は何かをはっきりさせ

ておくべきである、④１７年度の評価は、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よ

うな気がするが検討いただきたい、といったような「評価の重点化」という視点から御意見をいただ

いています。 
県といたしましては、政策評価制度の目的は、マネジメントサイクルの確立、職員の意識改革、県

民への説明責任の徹底、資源配分への活用の４つがあると考えており、この目的は、アクションプラ

ン評価、課所掌の基本施策評価ともに共通すると考えています。 
アクションプラン評価については、アクションプランが全庁を挙げて横断的に取り組む重点施策で

すので、県民からも、より重点的な評価を期待されていると考えています。 
一方、課所掌の基本施策評価については、枠配分方式のもと、予算編成の妥当性を各部において説

明するために有効であると考えています。また、網羅的な評価であり、アクションプラン施策以外の

施策も含め、県の全ての施策を評価するものであると考えています。そして３点目に、組織の目標を

踏まえ職員が業務目標の設定を行い、それへの取組結果を検証し改善していく「目標チャレンジプロ

グラム」と、課所掌の基本施策評価で設定する「課の使命・役割」等については、相互に一部リンク

するよう制度構築をしています。 
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したがって、アクションプラン評価と課所掌の基本施策評価の両方について実施させていただき、

不断の改善を行っていきたいと考えています。 
ただし、アクションプランについては、全庁を挙げて横断的に取り組む重点施策であることから、

委員会では、より多く時間を割いて議論していただいたり、施策を構成する重点事業も見ていただく

など、より重点的に御審議していただきたいと思います。 
なお、具体的な審議方法については、後程の議題３「委員会における平成１７年度事前評価の審議

方法について」で御説明させていただき、御審議いただきたいと考えています。 
次に、「制度のスリム化」という視点で、もう少し制度の方向性、目的を明確にして、スリム化を

していく必要があるのではないかという御意見をいただいています。 
県といたしましては、アクションプラン評価と課所掌の基本施策評価のそれぞれについて、先程申

し上げた４つの評価目的を、委員会での議論や県における評価作業を積み重ねていくことで、更に明

確に確立していきたいと考えています。そして、原則として事前評価、事後評価を経て制度が１サイ

クル回った後、制度運用上の課題について全庁的に把握した上で、１８年度の事前評価に向けてスリ

ム化を検討したいと考えています。 
ただし、１６年度事前評価の実施により既に把握された課題への対応として、１７年度の事前評価

に向けて改善できる部分については、１８年度の事前評価まで待つ必要はありませんので、現時点で

改善をさせていただきたいと考えています。 
次に、「委員会における議論の対象」については、①課所掌の基本施策評価は、各課の自己評価を

評価担当部局が取りまとめた結果把握した難しい案件・方法やトータル的な結果について、委員会の

議論の対象とすればいいのではないか、②１６年度の事前評価を総括し、問題点を洗い出し１７年度

につなげていくために、５～６月ぐらいで評価票を書いた各課の担当者や課長を対象に意見を伺う機

会を設けるべき、③委員会での議論の対象を評価票だけに限らず、評価に当たったプロセスも含めて

検討すべき、という御議論をいただいています。 
最初の意見に関してですが、特に課所掌の基本施策評価については、全庁で１２０を超える課があ

りますので、全てを委員会で審議していただくのは物理的に困難だと考えています。したがって、委

員会では、事務局で全体の評価結果概要を取りまとめ、それを議論の対象としていただきたいと思い

ます。また、取りまとめの過程で把握した課題への対応策も議論の対象としていただければと考えて

います。 
また、後程、議題３の「委員会における平成１７年度事前評価の審議方法について」で御提案した

いと思いますが、委員会で抽出された一部の課についての評価結果の妥当性を議論の対象とし、御審

議いただきたいと考えています。 
次の意見については、坂野委員から御意見をいただきました。第１回の委員会開催以降、坂野委員

に御協力をいただき、１６年度の事前評価の検証作業を行った結果、課題をある程度把握できたと考

えており、これを１７年度事前評価につなげていくために、①課題に対する対応策をとりまとめ、庁

内での認識の共有化を図りたい、②意思決定過程などの政策評価プロセスの確立に向けて、庁内での

意識向上を図っていくこととしたい、と考えています。 
なお、評価プロセスについては、１６年度事後評価を行った後に、評価に当たったプロセスも含め

て各課から意見を把握した上で、委員会からのアドバイスをいただきたいと考えています。 
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最後に、「評価の名称」について、課所掌の基本施策評価、アクションプラン評価という名称は、

政策単位なのか組織単位なのかがわかる名称に変更した方がいいのではないかという御意見をいた

だいています。 
県としては、制度を創設して間もないということもあり、当面はこの名称で進めたいと考えていま

す。しかしながら、公表に当たっては、御指摘いただいた趣旨を踏まえ、評価の目的をできるだけわ

かりやすく説明し、２本立ての評価の位置付けを県民の皆様に対して明らかに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した。 
何か御意見・御質問等ありましたらお願いいたします。 
 

○坂野委員 制度自体が膨大で、軽減化した方がいいというのは全くそのとおりで、検討すべきなの

だろうと思います。 
対応策のところに「スリム化」という言葉が書いてありますが、「負担が軽減されることを配慮す

る」といういい方とは微妙にニュアンスが違っていて、スリム化と書くと「評価の対象を半分にする」

などのイメージが沸く可能性があるので、今の段階では「過大な負担がかからない方策を検討する」

というような言葉にした方がいいと思います。 
始めたばかりで、１回目で急にいろいろ変えていくというのはどうかと思いますので、ワンサイク

ル回ってからでいいような気がします。 
 
○森田委員長 これは私の意見のところですが、主旨は今坂野委員がおっしゃいましたように、負担

を軽減していくということですので、確認させていただきます。 
 
○森田委員長 他にいかがでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 
 
（２）平成１７年度事前評価に向けての改善方策について 

 

○森田委員長 続きまして、議題２「平成１７年度事前評価に向けての改善方策について」御審議い

ただきます。 

事務局から御説明をお願いします。 

 
○計画・評価室長 議題２について説明させていただきます。 
第１回政策評価委員会の開催後、坂野委員の御協力をいただきながら、今年３月に実施しました平

成１６年度施策に係る事前評価結果について検証作業を行いました。資料２－１は、その結果把握さ

れた課題と対応策についてまとめたものです。 
今後、平成１７年度施策に係る事前評価に入っていくわけですが、これに向けて、現在まとめた対

応策について委員の皆様方に御意見を伺いながら、政策評価制度の一層の充実につなげていきたいと
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考えています。また、この資料に記載されていない点についても、お気づきの点がありましたら、御

意見をいただければ幸いです。 
それでは、資料２－１の項目に基づいて説明させていただきます。 
最初に、（１）は、アクションプラン評価と課所掌の基本施策評価の両方に共通する課題で、「的

確に」、「適切な」、「総合的に」、「効果的な」というような、具体的な情報を持たない用語が多

用されていることです。これらについては、評価帳票の各項目に、何を、どのように、どの程度実施

するのかというような具体的な情報を記載することが重要だと考えています。そのため、「的確に」、

「適切な」といった具体的な情報を持たない用語はできるだけ用いないようにし、具体的な情報が評

価帳票の各項目に記載されるよう、手引書の作成・改訂や説明会の実施などを通じて、徹底していき

たいと考えています。 
（２）のアクションプラン評価の項目では、指標に関して２つの課題を挙げています。 
１つ目は、施策レベルと「施策の柱」レベルに対応した指標が混在して記載されているという課題

です。アクションプランの各施策は、「施策－施策の柱－重点事業」という３層構造の政策体系にな

っています。しかし、旧様式は、中間に位置する「施策の柱」に対応した指標を「施策推進の指標」

欄に設定するようになっており、指標を設定できる箇所が１箇所のみであるため、それぞれのレベル

の指標が混在した形で記載されざるを得ないような状況になっています。 
そこで、施策レベルと「施策の柱」レベルに対応した指標を明確に区分して設定できるよう様式を

変更したいと考えています。 
２点目の課題は、「○○の推進」のように目指すべき状態を抽象的に表現している指標、「○○の

検討」のように施策目的を実現するための手段を説明している指標、「○○の実施件数」といったア

ウトプット指標を記載しているものが見られたことです。 
施策の成果を県民の視点に立って検証するためには、「施策レベルに対応した指標」を設定し、併

せて施策の実施によって県民に及ぼした影響・変化であるアウトカムを定量的に示すことが重要です。 
そこで、政策分野ごとに他県の指標を例示した一覧表を作成することで、県庁内の各課が指標の設

定を行う際に参考にできるようにし、施策レベルの定量的なアウトカム指標の設定を支援していきた

いと考えています。また、中間にある「施策の柱」レベルではアウトプット指標を容認しますが、定

量的な指標の設定をできるだけ徹底していくといった対応策を実施したいと考えています。 
次に、（３）の課所掌の基本施策評価についてですが、これについても、「施策－施策の類型－事

業」という３層構造になっており、アクションプラン評価と同様に、上位のレベルと中位のレベルの

指標が混在していました。 
そこで、上位にある施策レベルに対応した目的を「課の使命・役割」に、上位の施策にぶら下がる

中位の目的を「施策の類型」にそれぞれ対応させ、明確に区分できるようにしたいと考えています。 
実際には、「支援体制の整備を促進します」のように施策目的を実現するための手段が書いてある

事例や、「○○ネットワーク参加者数の増加」のように施策レベルではなく事業レベルに近い目的を

記載している事例、施策の必要性を判断するために必要となる社会的なニーズが記載されていない事

例が見られました。そこで、施策を実施することによって実現したい状態や施策の必要性についての

記載を充実させるために、上位にある施策レベルと中間にある「施策の類型」レベルの目的を明確に

区分できるよう様式を変更すること、また、社会的なニーズや施策の目的が「課の使命・役割」欄に
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記載されるよう徹底すること、といった対応策を考えています。 
（３）の２番目と３番目は、「検証手段・指標」に関する課題です。 
「施策の目的」欄に関する課題と同様に、指標についても「施策レベルに対応した指標」と「事業

レベルに近い指標」が混在しています。また、そもそも「施策レベルに対応した目的」の設定が少な

いことから、「施策レベルに対応した指標」も少ない状況となっています。更に、指標の内容につい

ても、アクションプラン評価の指標と同様に、目指す状態を抽象的に説明している指標、施策目的を

実現するための手段を説明している指標、アウトプット指標などが多く見られるという課題がありま

した。 
そこで、施策レベルの定量的なアウトカム指標を充実させるため、上位の施策レベルと中間にある

「施策の類型」レベルに対応した指標を明確に区分して設定できるよう様式を変更すること、政策分

野ごとに他県の指標を例示した一覧表を作成し、施策レベルの定量的なアウトカム指標が設定される

よう県庁内の各課を支援すること、中間にある「施策の類型」レベルでは、アウトプット指標を容認

するものの、定量的な指標の設定を徹底すること、といったアクションプランと同様の考え方で対応

していきたいと思っています。 
次に、「内部管理的な施策に対応した指標の設定」に関する課題です。 
内部管理的な施策についての指標は、「部内の予算編成、組織・人事管理を的確に実施すること」

のように、施策目的を実現するための手段を説明しているものが非常に多く、定量的なアウトカム指

標はほとんど設定されていない状況となっています。内部管理的な施策についても、定量的なアウト

カム指標を設定することが望ましいと認識していますが、他県でも内部管理業務に対して指標を設定

している事例は見当たらなく、直ちに改善することは難しいと考えています。 
そのため、定量的なアウトカム指標を設定することが難しい施策については、当面、その施策のア

ウトカム（施策を実施することによって生じる変化・影響）が、「課の使命・役割」欄に適切に記述

されるよう徹底し、その上で、第一段階として、定量的なアウトプット指標を「施策展開指標」欄に

設定することを検討していくことで、現状を改善していきたいと考えています。 
次に、「目標年度の設定」に関する課題です。 
平成１６年度施策の事前評価における期限の設定状況は、１６年度が５０％、１７年度が１０％、

１８年度から２７年度の間が２２％、目指すべき方向性だけを記述するなどの目標年度のないものが

１８％となっており、短期的な目標年度を設定している指標や目標年度を設定していない指標が多く、

中長期的な目標年度を設定している指標が少ない状況となっています。年度終了後に事後評価を適切

に行うためには、施策実施年度における目標が具体的に設定されていることが必要であり、また、施

策レベルに対応した指標については、県が目指す方向性を明確にするためにも、長期的な目標を設定

する必要があると考えています。 
こうしたことから、「基本施策指標」については、原則として長期的な目標と施策実施年度におけ

る目標を併記する、「施策の類型」レベルに対応した「施策展開指標」については、施策実施年度に

おける目標のほか必要に応じて中期的な目標を併記する、施策実施年度における目標が必ず設定され

るよう徹底し目標年度を設定しない指標は認めない、といった対応策を実施したいと考えています。 
３番目は、「施策展開の説明」欄に対する課題です。 
こちらについては、活動の方針に偏った記載内容となっているため、具体的にどのような活動を行
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うのか、具体的な手段が明確になっていない例や、逆に、活動内容に偏った記載内容となっているた

め、その活動内容にどのような目的や意義があるのかが判断できないというような事例、活動内容に

ついての説明・情報が不十分な事例、例えば「調査研究する」とだけ記載されているため、どのよう

な成果を出すためにどのように実施するのかがわからないといった事例が見られ、施策の目的・目標

の達成に向けて今後どのような活動を展開していくのかが理解される記載内容にしていく必要があ

ります。 
そこで、具体的な活動は、「施策の類型」欄に記載した目的の実現を目指して行われる、若しくは、

「課題」を解決することを目的として実施するものですので、「施策の類型」や「課題」と活動内容

との対応・因果関係を明確に記載するように徹底すること、回数や数量などを明示することにより、

何を、どのように、どの程度実施するのかといった具体的な情報を記載するよう徹底すること、とい

うような対応策を実施したいと考えています。 
以上のように課題と対応策を整理したわけですが、各対応策を具体化するため、様式を変更するほ

か、評価帳票作成のための手引書の充実、職員に対する説明会や研修の実施、企画調整課による各課

からのヒアリング等に取り組むことを考えています。 
なお、職員に対する説明会や研修については、本庁の課長、副課長などを対象とした管理職員研修

と、各課の政策評価担当者を対象とした実務説明会を開催したいと考えています。特に管理職員が政

策評価の必要性を認識することが、評価結果を予算編成等の資源配分に活かすことについて前向きに

考えることにつながりますので、管理職員研修では、外部講師に評価の必要性などについての講演を

お願いしたいと考えています。 
また、政策評価の制度や評価結果の内容を改善し、充実させていくためには、評価帳票の作成を行

う担当者と、実例に即して個別に議論を積み重ねていくことが重要だと考えていますので、政策評価

事務の中途の段階で、庁内各課の担当者との意見交換やヒアリングを行っていきたいと考えています。 
この意見交換やヒアリングのねらいとして、１点目は「全庁的な政策評価技術の向上」であり、ア

ウトカム指標の設定や分かりやすい評価帳票の作成について、個別に提案し協議することによって、

全庁的な評価技術の向上につなげていきたいと考えています。 
２点目は、「各課における事前評価作業の支援」で、実際に評価作業を行っている各課が疑問に思

っていることについて、相談に乗っていきたいと考えています。 
３点目は、「政策評価制度改善のための情報収集」であり、政策評価制度をより良いものに改善し

ていくために、こうした機会に現行制度に関する不満も含めた意見を把握することが重要であると考

えています。 
こうした意見交換を行うためには、評価担当部局である我々自身のノウハウの向上が必要です。こ

のことを十分認識して、政策評価制度の運用に取り組んでいきたいと考えています。 
最後に、様式の変更についてご説明いたします。 

先程「制度のスリム化」について、平成１８年度施策の事前評価に向けて検討していくことを御説

明しましたが、その前にできるものからやっていくということで、作業負担の軽減を図るためにいく

つか修正したいと考えています。 

最初に、アクションプラン施策進行管理票の変更ですが、資料２－２の１ページの項目追加は、施

策レベルの指標を明確に設定できるよう、「アクションプラン施策指標」欄を追加するものです。２
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ページ目の一部項目削除は、「アクションプラン施策指標」欄を追加したことに伴い、重複する項目

を削除するものです。３ページの一部項目削除は、地域への貢献度を評価するために必要な情報を把

握することが難しいことから、「当該地域への貢献度」欄を削除するものです。４ページの一部項目

削除は、施策に複数の目標が設定されている場合、それらの目標の達成度を総合的かつ定量的に判断

するための基準を設定することが難しいことから、「達成度」欄を削除するものです。なお、目標の

達成状況については、「８割以上」、「５割以上」のように定量的に判断するのではなく、「アクシ

ョンプラン施策指標」や「施策展開指標」の達成状況を踏まえ、１ページ目の「目標の達成状況総括」

欄で説明することとなります。 
次に、「基本施策進行管理票」の変更ですが、５ページの構成変更は、「課の使命・役割－施策」

という体系に沿った構成となるように項目の掲載順序を変更するとともに、施策レベルの指標を明確

に設定できるよう「基本施策指標」欄を追加するものです。６ページ上段の構成の変更は、「施策－

施策に対応する指標－施策の類型－施策の類型に対応する指標」という体系に沿った構成となるよう

に、項目の掲載順序を変更するものです。また、項目の変更は、上位にある「施策」と中位にある「施

策の類型」に対応した目的を明確に区分するため、「施策の類型に対応した目的」を記載するための

項目を設けるものです。６ページ下段の項目変更は、「施策の類型に対応した指標」を明確に設定で

きるようにするため、「施策展開指標」欄を設けるものです。７ページの一部項目削除は、平成１６

年度事前評価を検証した結果、「活動の方針」欄とそれに対応する「実施結果」欄については、「主

な活動内容」欄や「今後の施策展開」欄を一部抜粋した内容を再度記載している事例が多く、内容が

重複する項目であることから、「活動の方針」欄と「実施結果」欄を削除するものです。８ページの

一部項目削除は、アクションプラン施策進行管理票と同様に、施策に複数の目標が設定されている場

合、それらの目標の達成度を総合的かつ定量的に判断するための基準を設定することが難しいことか

ら、「達成度」欄を削除するものです。 
 
○森田委員長 どうもありがとうございました。 
ただ今、平成１７年度事前評価に向けての改善方策について御説明いただきましたが、いかがでし

ょうか。 
 
○坂野委員 これを作るに当り少しお手伝いをさせていただきましたので、少しだけお話させていた

だきます。 
課所掌の基本施策評価の帳票を見せて頂いて最初に思ったのは、目標がなかなかうまく設定できて

いないということです。短時間でやったからということもあると思いますが、ほとんどの目標年度が

翌年度になっているというのが目に付いたところです。 
理論的、抽象的にアウトカム指標を設定した方がいいということはよく言われています。本当にそ

れを設定することに意味があるのかとか、アウトカム指標を設定することが難しい施策がたくさんあ

るとか、いろいろな批判や問題点があると思いますが、やはり静岡県の指標と比べると、アウトカム

に近いところで設定されている指標の数が圧倒的に少ないのです。少なくとも先行自治体や他県が設

定しているところまでは、アウトカム指標を設定した方がいいのではないかと思います。それをある

程度目に見えるような形にすると、こういう帳票に変わるのかなというのが、今回の変更の基本的な
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考え方です。 
例えば、静岡県の農業政策の指標では、農業の経営主体について、個人以外の経営主体の比率を何

パーセント増やすという設定をしてあります。これは、株式会社制などを含めて、農業という産業自

体をどう変えていくのかという姿勢の表れとして、大変わかりやすい指標だと思います。多分これを

設定するに当たっては、単に担当者が考えたというよりは、いろいろな政策議論を行った上で、また、

きちんとした理論武装をした上で、この指標が設定されているのだと思います。 
本来、アウトカム指標を設定するというのはそのような意味であり、アウトカム指標を設定するこ

とは技術的なもので、時間をかけたり慣れたりしなくてはうまくいかないものだと思っていますが、

先行した自治体がある程度あるので、それを参考にするなどのサポート体制を敷いていけば、比較的

少ないコストで何とかなるのではないのかというのが、やらせていただいた感想と願望です。 
 
○森田委員長 どうも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。 

 
○木村委員 私は、今の複雑さの問題にも関連しますが、せめて名称だけでももう少しクリアになら

ないのかという素朴な印象を持ちました。 
施策の段階については、３階層構造にするということは必要だと思いますし、アクションプラン評

価と課所掌の基本施策評価の場合とで名称を変えるということもやむを得ないのかもしれませんが、

どのレベルを言っているのかイメージがつきにくいという感じがします。もう少し、「大」・「中」・「小」

という言葉をはっきり使ってもいいのかと思いますので、御検討いただきたいと思います。 
また、「施策の進み具合」という意味の言葉の使い方について、資料２－２の見出しでは「施策進

行」、２ページ目では「施策展開」となっています。「施策展開の柱」という言葉を使っている以上は

「展開」という言葉を使わざるを得ないとは思いますが。また、４ページ目では、「施策実施結果」

という言葉が出ていますが、そういう言葉の使い分けが果たして必要なのかと感じております。「施

策展開」ではなくて「実施」で統一してもいいのではないかと思いますので、言葉の統一について御

検討願いたいと思います。 
次に、資料２－２の５ページ目の基本施策進行管理票の冒頭に、「課の使命・役割」という欄があ

ります。前回の話と絡むのですが、おそらくミッションの訳語として使われているものなので、そう

いうものなのだと考えればよいのでしょうが、組織単位ではなく政策単位というものを強調するため

にミッションという言葉が使われる傾向があると思います。しかし、課の単位で、こういうミッショ

ンに対する言葉を使う必要が本当にあるのでしょうか。政策的なイメージを持たせるのであれば、「施

策の方向性」のような言葉を使うことにより、その後の欄との連続性が保てるのではないかと思いま

す。 
 
○松宮委員 坂野委員が言われたように、できるだけアウトカムを指標化するということは、企業に

おいてもやっていまして、どういうアクションを持ってくればアウトカムが数値化できるのかという

「感覚」が必要だと思います。逆に県民の皆さんに理解してもらうためには、そういう数値化により

表せるようなものをアクションとして持ってくることも必要かと思いますので、アウトカム指標の設
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定をできるだけ推進していくという方向には、非常に賛成です。 
参考資料を見ますと、例えば「アクションプラン施策指標」から「施策展開の柱」に行ったときに、

逆にもう一度抽象化されているように感じましたし、その先にある「施策展開指標」でまた数値が出

てきますが、この辺が少しわかりにくいと思いました。アクションプラン施策進行管理票では「施策

展開の柱」、基本施策進行管理票では「施策の類型」という欄でまとめていますが、この辺が少し「行

ったり来たり」しているような感があり、３階層あることとは別に、どのような順番でやっていくか

の「大きさ」の区分があってもよいと思いました。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。 
３名の委員から御意見が出ましたが、事務局の方、いかがでしょうか。 

 
○企画調整課長 木村委員が「大」、「中」、「小」と言われましたが、我々の中でも「類型」や「柱」

が、「上位の項目」、「中位の項目」という言葉を使わないと、お互い意思疎通ができなかったという

面がありました。確かに、これを県民に見てもらうとすれば、重複感あるいはどういう類型になって

いるのかということがわかりにくくなっている気はします。今は事前評価の段階ですので、このまま

事後評価まで回した上で、抜本的に変えさせていただこうと思います。 
感想という形で各委員から御意見をいただきましたが、私どもも認識は持っております。また、言

葉の統一についても、もう一度よく見てみたいと思います。 
また、坂野委員からご指導いただきました「政策分野ごとに他県の指標を例示した一覧表」につい

ては、現在、資料収集してまとめつつあります。今回、資料という形では出しておりませんが、これ

を各部・各課に示して、徹底したいと思っています。 
 
○計画・評価室長 先程、松宮委員からお話のありました、上位のものより中位のものの方が抽象の

度合いが高いとか、「行ったり来たり」した内容になっているという御指摘ですが、こちらの例示が

わかりにくいものとなっていました。これは例示ということで仮に入れてありますが、実際の場合に

は、上から下に流れるように記載されるよう、マニュアルの整備や説明会等を通じて、再度徹底をさ

せて頂きたいと思います。 
 
○森田委員長 今のお答えについていかがでしょうか。 
 
○坂野委員 今、２人の委員からお話を伺って感じたのは、制度を作っている経緯の中では、必ずし

もある一定の考え方に基づいてすっきり設計されていたわけではなかったということが、今回の変更

に反映されたのではないかということです。 
と申しますのは、最終的に、施策を３層のレベルで見ようという考え方に落ち着いたわけですが、

当時、中層をどう設定するかということに対して「類型」という言い方をしていたのは、施策を達成

するためのサブの手段として機能的に捉えていたわけではなく、施策の中に関連して入ってくる「い

ろいろな事業をまとめるための類型」という考えでしかなかったのだと思います。そのためにこのよ

うなわかりにくい帳票になっていると思うのです。もう少し何をやろうとしているのかをすっきりさ
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せる必要があると思います。 
また、それを適切に表現する用語についても、木村委員の御指摘のように、確かにわかりにくいと

思います。基本施策とか、三重県でも「基本事務事業」とかいろいろな言い方をしていますが、何を

言っているのかわかりにくいと思います。千葉県では、千葉県ならではのわかりやすい帳票を考えて

いただければいいのではないかと思います。それがすっきりすると、松宮委員の指摘も解決するとい

う気がします。 
 
○松宮委員 指標の欄の例示を見ると、「現状」の「基準年」が１５年度になっていて、「目標」の「目

標年」が１７年度、２２年度、２７年度といろいろな場合がありますが、「達成状況」については、

今年度分を評価するということで１７年度の達成度を書くのか、それとも目標年に向けての進捗の達

成度になるのでしょうか。 
指標によっては、何年か経って急激に上がるものも、徐々に上がってくるものもあると思いますの

で、実施年度と中期の両方の目標を書く場合、書きにくい場合も多いのではないのかと思いました。 
長期のプランはあってもよいと思いますが、評価する場合には、施策実施年度の評価という形に割

り切って目標設定するという評価の方法もあるのではないかという気がします。一方、政策を単年度

で見るのは難しいという議論があるのだとは思いますが、評価の時に、どのように書けばいいのかと

いうことが気になりました。 
 
○計画・評価室長 「達成状況」欄については、基本的に当該年度の達成状況を書くという形になっ

ています。 
松宮委員が言われたように、少しずつ上がっていき最後に急激に上がるものも、比例的に上がって

いくものもあります。この場合は、達成状況を記載したときのコメントでの説明になると思いますが、

達成状況自体は、年度が終わった段階でその年度の目標がどうであったかという形で記載するものと

考えています。 
これについては、おそらく第４回の委員会において、事後評価の方法について御議論いただくとき

に、どういった形の説明を加えるかという話になると思います。 
 

○森田委員長 私も、かなり複雑な印象を持ちまして、「大目標」・「中目標」・「小目標」でいいので

はないかというお話もありましたが、それくらいシンプルな方がいいと思いました。これを県民に公

表したときに、「評価の結果はどこなのか」というような質問が来そうな気がします。 
評価の目標は、県民に対する説明責任を果たすということもありますが、評価をする課・担当部局

が、自分たちの施策を、他との比較等をしながら見直していくためのツールになるということが重要

だと思います。 
自分たちの目標を立て、それをどれくらい達成したのか確認できる、達成できれば更にそれを向上

させていくし、思ったとおりに達成できない場合には、その原因が何であって、どうしたらそれを改

善すること、更にステップアップしていくことが可能なのか、そうした手がかりになるような情報を

わかりやすく出すという仕組みが望ましいと思います。 
ただし、実際にこれをやっていくのは大変だというのはよくわかりますし、どういう形で目標を表
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現するかというのは非常に難しいことだと思いますが、これについては、やはり試行錯誤でやってい

かざるを得ないわけです。きちんと評価をするためには、更にどういう情報が重要なのか、そこをフ

ィードバックしていくということも評価そのものの改善にとって重要ではないでしょうか。 
また、目標の体系がきれいなピラミッド型にできるかというと、なかなかできないわけです。それ

を無理にやろうとすると、いろいろな齟齬が生じてしまいます。階層が「大」・「中」・「小」の３段階

なのか、もう１段入れた方がいいのか、２段で十分なのか、それもケースバイケースだと思います。

せっかくこの枠組みを作ったのですから、これでいくつかやっていって、あまり無理をして押し込め

ずに、うまくはまらない場合は、理由を探りながら改善をされていくのがベターではないかと思って

います。 
今回の改善の方向は、目標の階層を明確化して「大」・「中」・「小」にわけること、もう一つは、特

に「大」と「中」にかかるアウトプット指標とアウトカム指標を分離することです。これを議論して

いきますと、何がアウトプットで何がアウトカムかわからないところがあります。その辺はあまりリ

ジッドに考えないように、しかし、ある程度のフォームに沿った形でできるだけ情報を作っていただ

く、その中から改善をしていくという方向がいいのではないかと思います。 
これは先程のスリム化と関連して重要なことなのですが、いろいろとうまくいかなくなった場合に

起こりがちなのが、もう１段増やすという形で、だんだんペーパーワークが増えていく可能性がある

ということです。これについては、自由記載、フリーアンサーの欄を多くしていった方が、長い目で

見たときに改善につながるという気がしました。 
 
○森田委員長 他に事務局も含めていかがでしょうか。 

（「特にありません」の声あり） 
 
（３）委員会における平成１７年度事前評価の審議方法について 

 

○森田委員長 次に「委員会における平成１７年度事前評価の審議方法について」、御審議いただ

きます。 

事務局の方から御説明をお願いします。 

 
○企画調整課長 それでは、資料３－１を御覧ください。 
次回以降の委員会において、アクションプラン及び課所掌の基本施策評価についての平成１７年度

事前評価を御審議いただく予定ですが、その方法について、現在検討中の案をあらかじめ御説明させ

ていただき、方向性について御了解いただければと考えています。 
後程、議題４の今後のスケジュールで触れますが、アクションプラン評価については、次回、１１

月中を予定している第３回委員会で御審議いただき、課所掌の基本施策評価については、時期は未定

ですが、第４回委員会で御審議いただきたいと考えています。 
平成１７年度事前評価の審議に当たっての基本的な視点ですが、県民にとって説明責任を果たしう

る帳票になっているか、事後評価を適正に行いうる帳票が作成されているか、また、森田委員長が言

われましたように、目標を達成できなかった場合など、それを職員が自己で認識し改善につなげてい
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けるようになっているか、といった観点で委員の皆様に見ていただきたいと考えています。 
まず「アクションプランの評価」ですが、ここに３点ほど書かせていただいております。 
平成１７年度における重点施策概要について、委員の皆様に全体像を把握していただくために、全

施策の内容を示す一覧表を作成した上で、施策体系の変更も含めた全体的な説明をさせていただきた

いと思います。イメージは、資料３－２です。施策は、２００４年ですと３４項目ありますが、施策

項目数自体はそれほど変わらないと思います。若干柱立てや戦略プロジェクトが増えたり変わったり

することがあるかと思いますが、まずそれをお示ししたいと思っています。 
次に、現在導入済みの評価制度の枠組みで行ったものではありませんが、今年５月に、２００３年

アクションプランの成果を検証しています。その中で整理した「残された課題」に対して、平成１７

年度のアクションプランがそれをうまく活用して、きちんと事前評価ができているかという形で、「残

された課題」との対応一覧表を示したいと考えています。イメージは、資料３－３です。この資料を

用いて、「残された課題」に対する対応について、県民にとって説明責任を果たしうるものになって

いるか、また、「残された課題」そのものの記述が、引き続き行われる事前評価・事後評価において

改善を図っていくためにふさわしい書きぶりになっているかなどの観点から、全般的に御審議いただ

きたいと考えています。 
いわゆるＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）に対して、Ａ（アクション）がきちんと行われている

かということを見ることで、現時点でのＰＤＣＡサイクルの定着状況も、この中で明らかになってく

るのではないかと考えています。 
次に、議題１でも申し上げましたが、アクションプランの全施策を、委員会で全て詳細に御審議し

ていただくことは難しいと考えていますので、全施策のうちいくつかの施策について重要性、施策の

性格、バランス等を考慮して抽出し、委員の皆様にあらかじめ御覧いただき、それぞれについての問

題点や良好な点、ＰＤＣＡサイクルのＣに対してＡがきちんと行われているかなどの観点から、御審

議いただくことを考えています。 
なお、事務局といたしましては、アクションプランの施策の抽出については、本日の委員会で御了

解をいただければ、委員長及び委員長代理に御一任いただければと考えています。 
２番目の「課所掌の基本施策評価」ですが、現時点では第４回委員会で御審議いただくことを考え

ています。まず、課所掌の基本施策評価の作業段階で把握された課題を整理し、事務局で検討した対

応方針（案）を示した上で、御意見を伺いたいと思います。 
４月の第１回の委員会では、事務局で問題点のみを整理し、委員会からアドバイスをいただければ

と考えていましたが、こちらの対応方針も示す必要があったと反省をいたしました。そこで、今後は

事務局で検討した対応方針をお示しして、御意見・アドバイスをいただけるよう改善を図りたいと考

えています。 
次に、アクションプランと同じく、全ての課について御審議いただくことは不可能であると考えて

いますので、各部局間のバランスなどを考慮し抽出したいくつかの課について、委員の皆様にあらか

じめ御覧いただき、それぞれについての問題点や良好な点などについて、御審議いただくことを考え

ています。 
なお、こちらについても、課の抽出は、委員会として御了解がいただければ、委員長及び委員長代

理に御一任いただければと考えています。 
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○森田委員長 ありがとうございました。 
これにつきまして、いかがでしょうか。 

 
○坂野委員 今、お話を伺って感じたことは、アクションプラン評価については、事業評価をある程

度やってみようということですが、課所掌の基本施策評価については、このやり方でアウトカムをう

まく設定するのはなかなか難しいと思います。 
典型的にうまくいっている事例集のようなものを見つけ出し、それについて御報告いただき、それ

を基準に議論していけると、次の支援のときに使えるし、どうしてこれがいいのかという視点で考え

ていける気がしました。 
予算が厳しいので、アウトカム指標の設定については問題がたくさんあると思います。予算がある

ときは、予算をつぎ込んで何とか達成してしまおうという作戦があったのだと思いますが、予算は増

やさないけれども、その指標をこうやって上げるのだというような、うまい事例が１つでも見つかっ

たらいいと思います。そういう元気の出る、やって価値があるということがわかる事例を見つけられ

たらいいと感じました。 
 
○松宮委員 今の御意見については、私も非常に賛成で、いくつかの課を抽出するときに、ベストプ

ラクティスといいますか、本当にうまくいっている事例を抽出し、このようにして作ったとか、この

ようにやり方を変えたということを研修会等で皆さんに示し、広げていかれることが一番わかりやす

いと思います。そういうことを実際に行い、翌年のアクションプラン評価や課所掌の基本施策評価の

作成につなげていかれるのがよいと思いました。 
 

○木村委員 全く同感で、抽出の作業の中では、成果がうまく出せるように、その手本となるものを

探すという作業があると思います。しかし、その反面で、先程委員長が御指摘されたように、こうい

うペーパーに載りにくい評価についてどう対処するのか。つまり、こういう成果の指標やペーパーに

載りにくいものについて、問題点を検証していくという作業がどうしても必要になると思いますので、

うまくいったものばかりを取り上げるのではなくて、そのような政策評価の観点から載りにくいもの

も取り上げていただきたいという希望を申し上げておきたいと思います。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。 
今の御意見については、私も同じような考えを持っておりまして、評価が難しいケースをどう評価

したらいいのかということについて、この場で御審議いただくことに意味があるのではないのかと思

っています。 
もう一つは、かなりうまく行っているような事例を紹介して、ぜひそういう形で評価をしていただ

きたいという「モデル」を示すことも重要ではないかと思っています。 
更に言いますと、この評価をした結果、施策そのものがよくなったということが県民などに見えま

せんと、評価そのものをよくやっているだけでは本当の目的に貢献しないわけですから、その意味で

は、こういう形で評価をきちんとした結果、政策そのものが改善されているということが示されるよ

うな事例を、ぜひお示しいただければと思います。 
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○森田委員長 他によろしいでしょうか。 
それでは、委員会で審議の対象とする施策や課の抽出については、委員長と委員長代理に一任とい

うことでよろしいでしょうか。 
（「よろしくお願いします」の声あり） 

 

○森田委員長 それでは、委員会で審議の対象とする施策や課についての抽出は、委員長及び委員長

代理に一任ということにさせていただきます。 
 
（４）今後のスケジュールについて 

 

○森田委員長 それでは、最後の議題に入らせていただきます。 
「今後のスケジュールについて」、事務局より御説明をお願いします。 

 
○企画調整課長 資料４を御覧ください。 
まず、第３回の委員会ですが、アクションプランは県政の今後の具体的な方向と翌年度を中心とし

た事業展開を取りまとめるものです。ここに掲げられた施策については、予算編成の過程で、予算措

置を優先的に図り、アクションプランと予算との一体性をできるだけ確保していくものです。また、

アクションプラン本体の案も１１月初旬頃には県民に公表し、意見を伺っていく予定です。 
したがって、アクションプランの事前評価については、予算編成作業が進行中であっても、事前評

価の内容は概ね１１月初旬には固まっているものと考えていますので、１１月中に開催予定の第３回

政策評価委員会において、御審議いただきたいと考えています 
次に、第４回の委員会ですが、課所掌の基本施策に係る予算は、例年１月から２月にかけて、歳入

の最終見通しなどを踏まえて固まっていきます。予算編成作業は、１１月の段階では進行中で、課所

掌の基本施策について、予算措置の見通しが不明確である部分が多く、その時点での事前評価は不確

定要素を多く含むものとなります。 
したがって、課所掌の基本施策の事前評価については、第３回政策評価委員会ではなく、その内容

を詰めた後、第４回政策評価委員会で御審議いただきたいと考えています。 
その際に合わせて、第４回委員会では、平成１６年度事後評価に向けて、事後評価実施上の留意点

などについても御審議いただくことを考えています。 
なお、４回目の開催時期については、予算が固まってきた以降と考えておりますが、今の時点では

未定です。知事選もあるということも含め、今後の状況によっては、開催時期や内容も変更となる可

能性もありますので、お含み置きいただきたいと思います。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。 
確認をさせていただきますが、いずれにしても、４回目は年度内に開催するということでしょうか。 

 
○企画調整課長 今のところ、そのように考えています。 
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○森田委員長 この件につきまして、御質問等はいかがでしょうか。 
 
○森田委員長 よろしいでしょうか。 
では、御了承いただけるものといたします。 

 
（５）その他 

 

○森田委員長 それでは、最後の議題で「その他」ということですが、ここに挙がっている議題以外

に、何か御審議したいもの等ございますか。 
 
○計画・評価室長 最後に、平成１６年度施策についての事前評価の公表について御報告させていた

だきます。 
本県の政策評価制度は、今年の２月に新しい形で導入されたことから、平成１６年度施策に関する

事前評価については、平成１６年度予算の確定を受けた形で取りまとめた性格のものでした。したが

って、平成１６年度事前評価は、年度終了後に事後評価を行うための準備作業として作成したもので

す。 
そして、この度、平成１６年度の県庁の組織改正に伴う所要の修正作業が完了しましたので、この

平成１６年度施策の事前評価については、今後、７月中を目途に、県のホームページに掲載するとと

もに、県内１０箇所にあります県民センターとその事務所においても公表することとしています。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。 
その他に、委員の方、何か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、この辺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。 

 

４．閉会 

 

○司会 これをもちまして、第２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。 


