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第３回千葉県政策評価委員会議事録（概要） 

 
日時：平成 17年 3月 1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 会議を始める前に、お手元の資料確認をさせていただきたいと思います。 
 

＜次第、資料１－１～３確認＞ 

 

○司会 ただ今から、第３回千葉県政策評価委員会を開催します。 
 
２．あいさつ 

 

○司会 まず、はじめに、石渡総合企画部長よりごあいさつ申し上げます。 
 
○石渡総合企画部長 委員の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただき、厚く御礼申し上げます。 
本県の政策評価制度は、昨年の２月に導入し約１年経過したところです。この間、平成１６年度及

び平成１７年度施策に係る事前評価を行うとともに、制度定着を目指し管理職員に対する研修会等を

実施してきました。このような中、政策評価委員会の委員の皆様には、非常に貴重なアドバイスを随

時いただき、ここまで来られたと思っています。厚く御礼申し上げます。 
県では、４月以降に平成１６年度施策について事後評価を行おうと考えています。現行の政策評価

制度に基づくものとしては初めて、自分たちが今まで行ってきたことを振り返り、今後の方向性を考

えていくことになるわけです。マネジメントサイクルを有効に機能させていくうえで、この事後評価

は大変重要な意味を持っていると認識しています。 
本日は、事後評価実施に向け基本的な考え方等を整理しましたので、委員の皆様から忌憚のない意

見を賜り、事後評価がよりよいものになっていくようにしていきたいと考えています。 
また、県では、平成１７年度の課所掌の基本施策に係る事前評価について、坂野委員、木村委員に

も一部御同席いただき、庁内全課に対してヒアリングを行ってまいりました。これらヒアリング等に

より把握された課題や、委員の皆様からこれまでにいただいた御意見等に対し、今後の対応等を整理

しましたので、こちらにつきましても、委員の皆様から御意見を賜りたいと思います。 
これまで約１年にわたって政策評価制度を運用してきましたが、試行錯誤の連続であったというの

が実感です。また、職員の認識・意識をより高めていきませんと、この制度そのものが実効性のある

ものになっていかないであろうと思っています。今後も、職員の政策評価に対する認識を高めていく

ことが必要であり、このような中で、制度的な課題や問題点が出てくるのではないかと思っています。 
あせる必要はないと思いますが、できるだけ早く定着を図っていきたいと考えていますので、今後
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とも御指導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します。 
 
○森田委員長 皆さん、こんにちは。 
今、お話がありましたように、千葉県の政策評価も１年ほど経ちまして、いろいろと準備を進め、

更に事前評価から事後評価へという段階に入ったわけです。 
今日は、具体的な評価についてお諮りするのではなく、評価の方法について御検討いただきたいと

存じます。 
それでは、早速議題に入りたいと思います。 

 
３．議題 

（１）事後評価について 

 ア 事後評価手法について 

 

○森田委員長 初めに「事後評価について」を議題とします。 
まず、「事後評価手法について」事務局の方から御説明をお願します。 

 
＜事務局：資料１－１・１－２・１－３－１・１－３－２により「事後評価手法について」説明＞ 

 

[質 疑] 

 
○森田委員長 ただいま事務局から「事後評価手法について」説明がありましたが、これについて何

か御意見・御質問等ありましたらお願いします。 
 

○松宮委員 資料１－３－１については、重要なものだけをまとめた要約版を作成のうえ公表される

とのことですが、どのくらいものが想定されているのでしょうか。あまり膨大ですと県民の皆さんに 
見ていただけないのではないかと思います。 
 
○計画・評価室長 ８０ページほどではないかと思われます。 
この帳票は、インデックス的に見ていただいて、興味のある課は個票で見るという形で使っていた

だきたいと考えています。また、一覧表になっていますので、比較しやすいというところもあると思

っています。 
 
○坂野委員 すぐにはできないかもしれませんが、評価セクションとして、全部を概括したときにど

のようなことがそこから読み取れるのかというような情報を集約した、サマリー的な資料を作ってい

くことが、県民向けということを考えると必要なのではないかと思います。 
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○企画調整課長 そちらにつきましては、後ほどお話させていただこうと考えていたのですが、事後

評価について委員会にお諮りするのは来年度の７月頃と考えていますので、事後評価結果を県民に公

表する時に、委員会の意見を付し、この一覧表よりもう少し要約したものを付けたいと考えています。 
 
○木村委員 要約版にインデックスの機能を持たせるのであれば、本票の何ページに当たるのかとい

う記載を付けておくのが一つの方法だと思います。 
 また、本票と要約版を両方作るのは相当な作業量になりますので、方向性としては一本化すること

が望ましいと考えますと、本票についてはある程度省略することも検討されたほうがよいのではない

かと思います。 
前回、見せていただいた感想は、本票２ページ目の「主な活動内容」欄は、各課同じようなことが

機械的に書かれている感じがしますので、これを省略するとか、もう少し簡略化・統合する方向でご

検討いただきたいと思います。 
 
○北大路委員 「目標の達成状況総括」欄は、記入が難しいのではないかと思います。この欄と「主

な成果」欄をもう少しコンパクトに書きやすくしてもよいのではないでしょうか。 
現在は、指標があるかないかという判断基準になっていますが、無理やり指標を作っているような

ケースが多く、指標があったとしても、それが本当に実現したい姿を示す代表的な指標かどうかとい

うことがわかりません。例示的にしか指標を得られない、例えば環境問題などは多面的で、一つの側

面を代表的に取り上げるしかないような指標をたくさん設定したくなってしまうなど、いろいろなケ

ースがあると思います。 
指標がこのフォーマットに書いてあるか書いてないかではなく、きちんと書くことができる場合と、

全く書けない場合の、中間的な状態であることが多いのではないかと思います。本当は、指標の達成

状況に関するディスカッションより、「施策を実施することによって実現したい状態」が本当に実現

しているのかということのほうが重要なことなのです。 
また、現在の様式では、初めに最終アウトカム、次に中間アウトカムという上下構造になっていま

すが、上の最終アウトカムについては目標の達成度を評価し、下の中間アウトカムについては成果を

評価するということで、評価の性質が違います。上が目標達成度なら、下の中間アウトカムも目標達

成度を議論しても構わないはずです。 
本当は、指標を達成したかどうかというのは部分的なもので、それがどのくらい信頼できるかとい

うことです。指標の信頼性というのは常に疑わなければならないもので、県民にダイレクトに「達成

しました」と出してしまうと、指標が一人歩きしてしまいます。 
重要なことは、狙っているアウトカムが実現できたのかということで、例えば資料にある男女共同

参画の場合、目標値のパーセンテージを、たまたまアンケート結果で達成できたとしても、本当に女

性が活躍し挑戦できるような社会になってきているのかという分析を書くことのほうがはるかに重

要です。非常によい指標が設定されている場合もあるのですが、多くの場合、あくまでも指標は参考

だという気がしています。 
論理的にもっと精密にしろと言っているわけではなくて、もう少し柔軟に記述表現できるようにし

たほうがよいのではないかという印象があります。 
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○森田委員長 大変重要なポイントだと思います。 
 事務局のほうから何かございますか。 
 
○企画調整課長 我々も、指標設定が本当に実現したい状態になっているかを測るものとして、きち

んとアウトカム指標を設定するよう言ってきましたので、まさに委員の言われたとおりだと思います

し、この後の作業に当たっても職員にその旨を話したいと思います。 
 ただし、どこかに一番力を入れてやってもらいたいというポイントは作りたいと思っています。書

きやすさという意味では、「主な成果」欄をしっかり書いてもらうということになると思ったのです

が、いかがでしょうか。 
 
○北大路委員 確かにそうですね。 
 
○森田委員長 先程も「主な成果」と「達成状況」が重なってくるのではないかというお話もありま

したが、その辺は実際に書いていただいてから調整、改善をしていく必要があると思います。 
 
○北大路委員 様式の最初に出てくる指標は、アウトカムレベルが相当高いのでしょうか。 
例えば、「農業生産性の向上」や「農業所得の向上」のというようなレベルが大変高い指標が上位

に設定されていて、中間アウトカムに「認定農家数の増加」という下位目的が設定されているとしま

す。認定農家の数が増えていっている場合は、現場の努力が実っているということになります。とこ

ろが、上のほうの指標は国内外の景気などに大きく左右されますので、中国から野菜がどんどん入っ

てくれば、結局あまり生産性が伸びていないという話になります。 
現在の様式では、ＡＢＣの評価が行われるのは上位の農業生産性のほうで、それは県の努力が多少

とも反映されると思われる下位の認定農家数に関する成果の評価とはかなり異なるものになるかも

しれません。成果重視の政策評価を進めるために、上位にはできるだけ最終アウトカムを明示するこ

とが大切だと説明するわけですが、忠実にかなり高いレベルのアウトカムを設定すると、自分の部局

ではかなり成果を上げているつもりでも、ＡＢＣのところで評価してもらえない。成果を上げている

のに評価されないということになりますので、何か工夫が必要だと思います。 
 

○企画調整課長 その点につきましては、事前評価のところで御相談したいと思ったのですが、確か

に１６年度事前評価については、目標設定が非常にばらばらでうまくいっていない部分もあります。 
目標設定自体も難しいし、最終成果と中間成果に分けるのも難しいということもありました。ある

いは、施策の目的に対して県の政策の寄与度が非常に限定されているものや、自然環境、景気などに

よって変動するものを指標に設定する場合、前の議論では「理想値」・「現実値」・「許容値」というお

話がありましたが、事前評価の目標設定の段階でアウトカム指標の難易度Ａ、Ｂというようなものを

付けることを考えれば、少し改善できるのではないかと考えています。 
 
○松宮委員 資料１－３－１の「達成状況」欄をみると、もちろんＡやＤのものがあります。サンプ
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ルだからだと思いますが、例えば「ちばアクションプランの策定」がＡ、「大規模公共事業等事前評

価制度」がＤとなっていますが、県民から見た場合、どちらかというと後者のほうがより身近なわか

りやすい問題で、直接自分たちに関わることへの改善の取り組み方が不満足だったという印象を与え

るのではないかと思います。要約版で県民に公表するにあたっても、県をあげての政策評価への真摯

な取り組みを県民の皆さんに正しく理解してもらえるよう、重要な目標を選び分かりやすく分類して

説明するなど工夫をしないと、かえって誤解を生み逆効果を招くおそれがあるのではないかと感じま

した。 
 
○森田委員長 これは、実際にやってみないと難しいところがあると思います。 
先程の「主な成果」と「目標の達成状況総括」ですが、指標を使うことの問題については、北大路

委員の御指摘のとおりです。事後評価の目的自体は、「事後評価手法について」で御説明があったと

おり「マネジメントサイクルの確立」という内部のための改善の手がかりと、「職員の意識改革」、「県

民への説明責任」となっていますが、まずは県民に対して、それぞれの職員の方が何をしているのか、

何をやってきたのかをきちんとアピールするような視点で書くのがよいと思います。それを書くこと

によって意識改革にも結びついてくると思います。 
そうでないと、外在的要因によって指標のレベルが高い場合、一生懸命やっているのに県民からそ

れが評価されないのは少し気の毒だと思いますので、そこはある程度定性的なものにならざるを得な

いと思いますが、そのようなことも御配慮いただきたいと思います。 
いずれにしても、「達成状況」のＡＢＣというのは、すぐに新聞などで取り上げられるという非常

に難しい問題があると思いますが、これがないとなかなか動かないということも確かです。 
 
○坂野委員 北大路委員に御見解を伺いたいのですが、目標の設定については、「施策の目的」が定

性的な記述の場合と、数値で出てくる場合の２通りがあります。先程の北大路委員のお話ですと、数

値で機械的にやるよりは、数値はこう出ているけれども本当のところはＡであるとかＢであるとか、

そちらの評価を書くほうがよいのではないかというお話も含まれていたのではないかと思うのです

が、今まで御経験されて、実際に職員の方はどちら側がやりやすいものなのでしょうか。 
 
○北大路委員 マネジメントレベルの改善と、自分たちが何をやっているのかを県民に説明すること

を、同時に同じレベルでできるのは中間アウトカムの部分だと思います。 
先程「認定農家」と言いましたが、認定農家を増やすためにやっているという意識を現場の方たち

は考えているし、本庁もそう考えています。そのレベルでなかなか成果が出てこないということにな

ると、これはやり方を再検討しなくてはならないということになると思うのです。職員は、実際の評

価は、チャレンジングでもいいから、もう少し自分たちの業務に近いところでやってもらえないかと

いう気持ちがあると思います。 
それにもかかわらず、農業生産性や食糧自給率という上位レベルの最終アウトカムを示すべきであ

る理由は、職員の方に日々何のためにやっているのかということを認識してもらいたいからです。何

のためにやるのかというアウトカムを常に意識するために、必ず上位に置いておきなさいという論理

です。 
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それでは、その上位のアウトカムについてもなぜ指標まで示すのかというと、１点目は、指標が書

けるということは、アウトカムが明確であるという証拠です。指標が書けないということは、自分た

ちで今まで長く慣れ親しんできた抽象的な概念を使っているために、実際にはアウトカムがわかって

いない状況があるのです。指標化できるということは、大抵の場合アウトカムもはっきりしていると

いうことです。 
２点目は、社会指標というのは県民全体のための指標であって、県民が自ら達成するものだという

ことを訴えるためのものです。このレベルでＡＢＣという形で評価結果を出すのであれば、そのとき

ははっきりと、これは千葉県民６００万人の成果を評価したものであって、県庁職員の業績を評価し

たものではないということを、繰り返し県民に言っていただくことが大変重要です。 
ところが、今、そのことを県民の方々に理解して頂くのはなかなか困難です。スタートしたばかり

の状態で、もしかすると職員でさえ、ここで達成できない場合は自分たちが責任をとらなければなら

ないという気持ちになってしまうのです。 
しばらく時間をかけてこの評価が定着し、皆さんの理解を得てくると、この上位アウトカムのレベ

ルでの数値目標は大変重要なものとなります。パートナーシップで、県民の力で県をよくしていこう

という活動全体の効果を評価しているものですから、絶対に必要なのです。仮定の話ですが、本当に

千葉県の農業がだめになるかもしれないという場合に、そのことを皆にわかってもらい、「だから消

費者の皆さんもぜひ買ってください」、「農家だけの問題ではないのです」、「地産地消でやりましょう」

というようなことを理解してもらうために、上位指標に数値を置いておくことは絶対に必要なのです。 
このような社会全体の成果をいくつかの指標で示すことについて、県民や職員に即座に理解しても

らうのは難しいと思います。 
 
○坂野委員 そうしますと、やはり両方必要だということでしょうか。 
 
○北大路委員 あえて削るべきとも思われませんので、今のままでよいと思いますが、運用が大変重

要だと思います。 
 
○森田委員長 今の件ですが、今後の取り組みの方向とうまくリンクさせるという工夫もあり得ると

思いますが、難しい問題ですので、各委員の意見を参考に御検討いただきたいと思います。 

 

イ 委員会での審議方法について 

 

○森田委員長 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

委員会での審議方法について、事務局から説明願います。 

 
＜事務局：資料１－４により「委員会での審議方法について」説明＞ 

 

[質 疑] 
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○森田委員長 ただいまの御説明について、何か御意見がございますでしょうか。 

また、委員の皆様のこれまでの御経験の中から、事務局から説明があったこと以外につきましても、

事後評価について何か御意見、アドバイスいただければと思います。 

いずれにしましても、全部を出して、全部を見るわけにもいきませんので、何らかの形でサンプリ

ングをせざるを得ないわけですが、その場合にどういう基準でだれがやるかということも、難しいと

ころかと思います。 

 私と坂野委員が、事務局と相談しながら整理していくということでいかがでしょうか。 

これから事後評価に入るわけですが、制度そのものが完成しているわけではありませんので、より

評価制度を高めていく、より良いものにしていくという観点からサンプルを選び、御議論いただきた

いと思います。 

何かそれ以外のことについて御意見がありましたらお願いします。 

 

○坂野委員 たくさんの事業をどう取りまとめるのかということですが、本来はもう１サイクル終わ

らないとできないのかなと思います。 

事業の全体のポートフォリオを表せないかと前から考えているのですが、横軸に事業予算を置いて、

縦軸に変化量を表し、施策毎にプロットしていくと、事業の絶対額が多くて安定しているものと、少

なくても増えているものがわかります。 

今、予算が一律に何割か削減されていると思うのですが、一律に削減しないできちんとメリハリを

きかせているところと、全体が減っている中で何故か増えているところなどを、どの事業を見るかと

いうピックアップの前提にして、同時に先程のＡＢＣを表示させると、どれが一番問題ありそうなの

かすぐにわかるのではないかと思います。これは架空で考えているので、実際にはうまくいかないか

もしれませんが、どこかでそういう工夫をするべきではないかと思っています。 

 

○北大路委員 ぜひ、やってみていただきたいと思います。 

 

○坂野委員 １７年度の事前評価ですので、１５年度から１６年度の変化は取れないと思いますが、

１６年度から１７年度の変化は取れますので、試みでもいかがでしょうか 

 

○企画調整課長 事前評価ではなく事後評価が終わった段階でないと、補正予算等もあり、どれほど

アウトプットがあったかは分からないと思いますので、１７年度の事後評価まで行けば、その動きは

見えるのではないかと思うのですが。 

 

○坂野委員 今回はそうだと思います。 

 

○森田委員長 何をもって変化率を捉えるのかは、なかなか難しいところがあると思いますし、全体

の配分の問題もあります。 

私もそういうことをかなり前にやったことがありますが、例えば社会保障関係ですと、高齢化率の

増加により自然に増えてくることになります。結局どういう要因で増えるかというのは、そういうこ
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とを考えていくとなかなか難しいので、どのようなサンプルを取ってどう議論するかについては、こ

の辺も含めて検討させていただきたいと思います。ランダムにサンプルを取ったのではなく、このよ

うな基準で選んだのだという説明をする必要があると思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

（発言する者なし） 
 

○森田委員長 それでは、事務局より御提案のあった、委員会で審議の対象とする施策と課について

の抽出は、委員長及び委員長代理に一任ということで御理解いただきたいと思います。 

 

（２）事前評価について 

 ア 事前評価作業等を通じて把握した課題と成果について 

 

○森田委員長 それでは次に、「事前評価について」に入りたいと思います。 

説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料２－１・２－２により「事前評価作業等を通じて把握した課題と成果について」説明＞ 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 何か御意見がありましたらお願いします。 
既に、先程の御意見の中である程度のことは触れられているかと思います。 
政策評価は、県民に対して何をしたのかという評価ということですが、いかに節約したかという効

率性の評価については、少し方向が違うという気がしました。 
内部管理や許認可となりますと、「いかに効率化したか」が評価の指標になると思いますが、それ

を予算に反映させるということになりますと、努力すると予算は減らされるということにもなりかね

ないわけです。 
許認可については、県民に対してどのようなサービスをするのかという意味では、かなり改善の余

地があると思いますが、法令等で決まっている許認可で、施策の改善というのは難しいと思います。 
いかがでしょうか。 

 
○木村委員 許認可に関しては、手続きにどれだけ時間がかかったのかが一つの測定要因になると思

います。ヒアリングに同席し伺った話の中では、なかなか難しいところもあると思いますが、一つの

切り口として、手続き的な効率化も尺度となるのではないかと考えています。 

政策評価を予算とどのようにリンクさせるかということは、大きな論点になると思うのですが、政

策評価を組織の改革にどう役立てるのかという視点もあっていいのではないかと思います。最終成果

指標と中間成果指標がうまく体系付けられれば、政策の体系ができるわけですから、それに基づいて

組織の体系も変えていくという指向もあっていいのではないかと思います。 
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○森田委員長 いかがでしょうか。 

国と違い、県のほうが組織の体系を変えやすいと思いますが。 

 

（発言する者なし） 
 

イ 平成１７年度第１回委員会での審議方法について 

 

○森田委員長 それでは、「平成１７年度第１回委員会での審議方法について」事務局より御説明を

お願いします。 

 

＜事務局：資料２－３により「平成１７年度第１回委員会での審議方法について」説明＞ 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 確認させていただきます。最後の個別の帳票と併せてというのは、どのような形で示

すということなのでしょうか。 
 
○企画調整課長 個別の帳票は１６年度事前評価についても公表しましたので、それだけではなく、

概要を付けるということです。また、「委員会ではこのような意見が出ています。」とか、「このよう

な改善が必要です。」といったものも付けて公表したいと考えています。 

構成については、ホームページに資料という形で公表したいと思っています。 

 

○北大路委員 審議をしてから実際に公表するまで、どれくらいの期間がありますか。期間が短いと

修正が大変なのではないでしょうか。 

 

○企画調整課長 修正は行います。 

１６年度の場合は、事前評価についての委員会を２回開催し、２回目に修正後の帳票をご覧いただ

きましたので、あまり期間をおかずに公表しましたが、１７年度については、次に事後評価も御審議

いただかなければならないため、１回目で委員の方々から合格点をいただけるようであれば、１回の

審議とさせていただき、修正をかけたいと思っています。 

ただし、委員会後速やかにということであっても、抜本的に直さなければならないものは、当然、

修正した上で公表したいと思っています。 

 

○森田委員長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。 

 

（発言する者なし） 
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（３）今後のスケジュールについて 

 

○森田委員長 それでは、「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。 
 

＜事務局：資料３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 これについていかがでしょうか。 
特に御意見がなければ御了承いただいたものとし、来年度については、現在のところこのスケジュ

ールに基づいて進めさせていただきたいと思います。 
 
（４）その他 

 

○森田委員長 最後に「その他」として、何か御審議しておきたい、また、すべきであるということ

があれば、諮っていただきたいと思います。 

いかがでしょぅか。 

 
○坂野委員 一応１年の区切りなので、この委員会で議論してきたことについての概要やこれまでの

成果・課題等を、各委員の提言といいますか、次にどうつなげるかという活動報告の形でまとめては

いかがでしょうか。 
そうしたほうが評価を行っている担当セクションの方も動きやすくなると思いますので、是非そう

いうものをまとめたらよいのではないかと思います。 
 
○森田委員長 委員会として何をしてきたかということについての報告を作成してはという御提案

ですが、いかがでしょうか。 
 
○木村委員 活動報告というと、一定の期間が経過したから作らなければいけないというイメージで

よろしいのでしょうか。それとも具体的な提言があるから作るという趣旨なのでしょうか。 
 
○坂野委員 先程示された資料がありますので、それをベースにして委員会としての提言という形で

取りまとめてはどうかと考えています。 
 
○木村委員 内容があって、委員会の建議のような形で出すということであれば、私は全く異存あり

ません。 
 
○北大路委員 先程のヒアリング結果の対応方針というのは、事務局から各所属へ文書で出すのです

か。ヒアリングをやったことは全庁的によく知られていることですが、そのフィードバックは何かあ
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るのですか。 

 

○企画調整課長 委員会でこの対応方針に特段異論がなかったためこのような形で臨ませていただ

きたいということは、文書または説明会においてフィードバックさせていただきたいと思います。 

 

○坂野委員 これは皆様からも御意見等をいただきたいのですが、例えば表彰制度を作り、ベストプ

ラクティスのようなものを知事から表彰してもらうというインセンティブを付けるような仕組みが

あってもよいと思います。 

ここに書かれていること以外にも皆さんからお知恵をいただいて、次の年にどのようなことができ

そうかという御意見をいただき、それをプラスアルファしてやっていけると、ひとつの区切りとして

よいのではないかと思っています。 

単純にまとめるだけのものではないと考えています。 

 

○森田委員長 年次報告書というほど年次が経っているわけではなく、第１回目ということですし、

特にこれから事後評価に入っていくということですので、この制度はこういう趣旨で、県で何をして

いるかについての成果を表すものであるという県民に対するアピールと、そういう場であるからこそ

自らきちんと評価をしていただきたいというメッセージを、県庁内の各課に発信する機会として位置

付ければよいのではないかと思っています。 

あまり大部な堅苦しいものではなく、さっと読んでいただけるような形で整理して発信をすればよ

いと思います。また、今、いろいろと評価についての疑問が出ていますので、こう対応したらどうか

というわれわれからのメッセージにもなり得ると考えています。 

この件はよろしいですか。 

 

（発言する者なし） 
 

○森田委員長 活動報告の取りまとめについては、坂野委員に、事務局と相談しながら素案を作って

いただけるようお願いするということでよろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 皆さんからいろいろ御意見をいただければと思います。 

 

○森田委員長 もちろん、御意見を踏まえてということですけれども、素案ですので、矛盾する意見

は整理してまとめていただきたいと思います。 

事務局のほうも、若干負担を増やすことになりますが、今後の評価の仕組みがうまく動くという意

味では意義のあることではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（坂野委員・事務局了承） 
 

○森田委員長 その他、何か事務局から議題がありますでしょうか。 
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○企画調整課長 特にございません。 

 

○森田委員長 それでは、本日は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。 
 

４．閉会 

○司会 これをもちまして、第３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。 


