
平成１７年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 
日時：平成 17年 6月 21日（火） 

午後 3時 00分から 
場所：千葉県庁中庁舎 3階第 1会議室 

 
 
１．開会 

○司会 委員会に先立って申し上げます。 
 当委員会は、「政策評価実施要綱」第５条に基づき開催いたしますが、「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

ることを御報告申し上げます。 
 また、本日、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、御了承願います。 
最初に、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１～７、参考資料１～３確認＞ 

 

ただ今から、平成１７年度第１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 はじめに、堂本知事よりごあいさつ申し上げます。 
 
○堂本知事 皆様、大変お忙しい中を、御出席いただきましてありがとうございます。 

本県の政策評価制度の運用に当たり、格別の御指導をいただいておりますことに、大変感謝を申し

上げているところでございます。 

 今日は、平成１７年度施策の事前評価について御審議をいただくことになっております。本当は、

もっと早くこれをやらなければいけないのだと思いますが、今年は、知事選挙があったものですから、

遅くなってきているということもございます。また、政策評価制度への御提言についても、今日、成

案化に向けての御論議がいただけるということなので、期待をさせていただいております。 

各施策の評価に対しての御意見、また、今後、取りまとめをしていただくわけですが、本県の制度

に対する御提言をぜひとも取り入れさせていただき、より良い政策評価制度の確立をさせていただき

たいと思っております。 

先ほど、選挙の話をさせていただきましたが、私も２期目の県政運営に入りました。選挙の際に、

県民への公約になりますマニフェストを作りました。その中で、行政改革推進の一環として、県政の

外部評価を徹底して、その結果を迅速に反映していくことを公約として書かせていただいたわけでご

ざいます。これからも、評価結果の公表を通じて、徹底した情報公開を推進していきたい。県政の透

明性が何より大事だと思いますが、同時に、アカウンタビリティも大事にしていくことを考えていま

す。そして、評価結果を施策の改善や予算にできるだけ反映することが大事だと思っております。 
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今後、制度を運用していく中で、改善していくことは迅速にその都度改善できたらと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
今日は本当にありがとうございました。 

 
○司会 知事は所用がございますので、申し訳ございませんが退席をさせていただきます。 
 

（堂本知事退席） 
 
○司会 議事に入るに当たり、本日は、全委員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。 
 
○森田委員長 本日は、アクションプラン及び課所掌の基本施策の事前評価結果について、それぞれ

の個別施策の評価内容を議論していきたいと考えています。 
本日の議論の対象とする個別施策については、前回の委員会において御了承いただきましたとおり、

私と坂野委員で事務局と相談しながらサンプリングいたしました。 
個別施策の抽出理由については、お手元に配付しました「資料 1 委員会において審議対象とする
個別施策の抽出結果」をご覧いただきたいと思います。 
アクションプラン施策から３施策、課所掌の基本施策から２施策を抽出しており、本日は若干タイ

トなスケジュールとなっておりますので、円滑な議事進行に御協力をお願いしたいと思います。 
 
３．議題 

（１）平成１７年度事前評価結果について 

 ア アクションプラン施策について 

  ①２００５年アクションプラン（案）の施策体系について 

  ②指標の設定状況について 

 

○森田委員長 それでは、まず、アクションプラン施策の議論に入りたいと思います。 
「２００５年アクションプラン（案）について」から「指標の設定状況について」まで、事務局か

ら説明願います。 
 

＜事務局：資料２－１・２－２により 

「２００５年アクションプラン（案）について」・「指標の設定状況について」説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、次に移りたいと思います。 
 

 ③個別施策について 
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○森田委員長 それでは、施策担当課から、個別施策について御説明をお願いします。 
なお、個別施策の説明、議論につきましては、施策毎に行うこととします。 

まず、施策「２１世紀のちば経済活性化戦略の展開」について、担当課からお願いします。 
 

＜施策担当課：資料３－１により 

施策「２１世紀のちば経済活性化戦略の展開」について説明＞ 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 
ただいまの説明について、御質問等ありましたらお願いします。 

 
○坂野委員 最終成果指標に、事業所開業率、企業立地件数、製造品出荷額､完全失業率があります。

これ自体の数字が上がることは悪いことではありませんが、戦略が達成されたかどうかを見るときの

指標としては少し一般的過ぎるのではないでしょうか。 
例えば、産業構造が変わる中で、製造業の工業出荷額自体よりも、研究開発型の機能を重視しよう

とか、東京圏の中で考えた時、本社機能の中心が東京にあるが、その一部分をこちら側に持ってこよ

うなど、幕張やかずさでやってきたと思いますが、戦略ということを考えると、単に製造業を上げて

いく、ということではなく、企業活動のうちのどの部分にターゲットを絞って誘致するか、といった

ようなものが見える指標が本来設定されるべきではないでしょうか。 
 
○経済政策課長 確かにこの数値は一般的数値かと思います。ただ、一般的な数値ですと、国全体と

か、他の県と比べて千葉県はどうだ、という位置付けにおいて、これらの指標は比較するには一番良

いのではないかと思います。 
また、千葉県は本社機能がかなり弱いというお話、研究開発型の企業を生み出すことにつきまして

は、施策としては非常に重要と考えております。 
 
○坂野委員 この施策は、千葉県の戦略プロジェクトということですので、どの辺を本当にターゲッ

トと考えているのか、ということができるだけ反映されている指標が望ましいと思います。 
 中間指標になると、今度は少し個別の事業に近いところになり過ぎているので、もう少し中間的な

ものがあると良かったという気がします。 
 
○森田委員長 中間的なところと最終的なところの中間と言うことですか。 
 
○坂野委員 そうですね。 
 
○北大路委員 このケースばかりではなく、後で議論する分も同じことが言えるかもしれないのです

が、比率とか指標の説明があるとよいと思いました。 
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個別の指標については外から見るとわからないものです。「草の根福祉推進型」と言われても、意

味が良くわからないと思います。ＤＮＡ研究所もどのくらいのオーダーで大事な施設なのかというこ

とも、一般の私たちにはよくわかりません。これを使っている意義についての説明が、大変とは思い

ますが、あったほうが良いのではないかと思います。 
 
○木村委員 資料の２ページの中間成果指標で、累計の数字をなぜ挙げているのでしょうか。その年

度の特許出願件数とか、その年度に発生したものを端的に挙げれば、より明確になるのではないので

しょうか。 
資料７ページ以下の個別の事業に関して、直接の事業対象者欄に、企業、大学、県と書いてありま

す。何枚かそのような帳票があるようですが、なぜあえて県を入れられたのか。県の事業なので県が

関わるのは当然ではないでしょうか。御説明をお願いします。 
 
○経済政策課長 中間成果指標は確かに累計で書いております。累計と年別を併記したほうがわかり

やすいと考えています。 
また、県を事業対象者欄に記載したのは、県は、産と学のコーディネーター、つなぎ役をしたり、

県からかずさのＤＮＡ研究所に補助金を出したりしているので、ここに記載したところです。 
 
○木村委員 コーディネーター役であれば他のところにもすべて県を入れなければいけない、という

ことで、非常にばかばかしい記載が増えるような印象を持ちました。 
 
○森田委員長 先ほど北大路委員からも御質問がありましたが、草の根福祉推進型ということについ

てわからないのでご説明をお願いします。千葉独特のものという気もしますので。 
 
○経済政策課長 草の根福祉推進型の事業の中身ですが、今商店街が非常に衰退しています。地域の

商店街は、単に物を売るだけではなかなか大型店に対応できません。地域住民がその商店街を利用す

るような仕組みを作りたい。地域商店街の中に、たとえば空き店舗を活用して子育て支援や高齢者対

策など、地域商店街を地域コミュニティの拠点にしたいというのが事業のねらいです。 
 
○森田委員長 中心市街地の活性化に福祉的な要素をからめて推進しようとするプロジェクトとい

うことですね。 
 
○経済政策課長 はい。 
 
○北大路委員 やはり、坂野委員がおっしゃったように、中間成果指標においては、かなり具体的な

レベルで成果指標が作られています。一方、その上が、製造品出荷額などとなっていて、距離があり

すぎるような気がしました。 
 
○森田委員長 因果関係といいましても、いくつもの段階があり、最終的には社会的な指標になると
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思いますが、中間的な指標をどこに取るかということは、確かに難しい問題があると思います。 
 
○松宮委員 非常にきめ細かな施策をお作りになられているのですが、最初の関係課名の欄に、農業

改良課や土地分譲課など色々入っています。ただ、最終成果指標となるともう少し工業的なので、農

業などがどのように関係しているのでしょうか。 
この他のアクションプランの重点施策にもそれぞれ入ってくるのだと思いますが、あまりにも全体

を網羅しすぎているという気がします。もう少し的を絞って、例えば、農林水産関係のブランドの確

立はどこかが中心にやっていく、と分けて考えたほうが県民の方々も理解がしやすいのではないでし

ょうか。もちろん、経済活性化に関することなので色々な分野に関わってくるのは事実だとは思いま

すが、こちらの経済活性化のところは特に何が中心なのか、商業が中心なのか工業が中心なのかを明

確にした方が分かりやすいと感じました。 
 
○経済政策課長 農業改良課が入っていますのは、農業における起業や就業を促進するためです。 
１６年度に整備した研修農場で現地栽培指導や講習会の開催等を行い、新規就農者の育成・確保に努

めています。また、新規就農相談センターなどでは求人・求職情報を提供していることから入れてい

るものです。 
 
○森田委員長 続きまして、「日本一の安心農林水産物『千葉ブランド』の確立」について、施策の

担当課から御説明をお願します。 

 
＜施策担当課：資料３－２により 

施策「日本一の安心農林水産物『千葉ブランド』の確立」について説明＞ 

 

[質 疑] 

 
○森田委員長 ありがとうございました。 
それでは、こちらにつきまして御意見・御質問等をお願いします。 
 

○坂野委員 御説明ありがとうございました。「ちばエコ農産物」は面白いと思いました。 
３つほど質問がありまして、１つは数字の単純な話です。ちばエコ農産物の栽培面積が実数で出て

いますが、これは、千葉県で持っている耕作面積の何パーセントぐらいに当たるのかということと、

同じ質問ですが、中間成果指標のところに入っている「県内漁港で水揚げされた水産物を都市部に届

けるとれたて直送便の実施」については、１．７トンから５トンに上げるということですが、これは

水揚げされている水産物の何パーセントぐらいに当たるのかということをお聞かせください。 
２番目は、「千産千消」という話と「千産全消」という話が途中で出てくるのですが、これは矛盾

していないのでしょうか。 
３番目は、これは多分一番重要な話なのですが、「ちばブランド」の確立というのがメインの目的

なわけで、ブランドの確立ということを考えると、第１番目には品質そのものが良くなくてはいけな

 5



いということです。エコ農産物など、いろいろ努力されているのはよくわかります。もう一つは、流

通の経路を使って、とにかく売って、買ってもらって、食べてもらって、実感してもらわなければわ

からないということで、流通への努力もされている。３番目に、ブランドはやはりイメージの問題で

す。心理的といいますか、ものの実態はあっても、プラスアルファの付加的なイメージを作るという

部分があると思うのですが、その部分の取組が欠けているような気がします。それは、指標の話とい

うより戦略の中身なのですが、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。 
 
○農林水産政策課長 まず１点目のエコ農産物の栽培面積の件ですが、千葉県全体の耕地面積が

135,000ヘクタール程あります。今回の目標値ですとそのうちの、3,000ヘクタール、或いは 10,000
ヘクタールですので、まだ１割にも満たないような数字です。 
 
○坂野委員 そのようなことがわかったほうが、数値を見たときに、いったいどのくらいの規模でや

っているのかが理解しやすいのではないかという、そういう趣旨の質問です。 
 
○農林水産政策課長 水産の関係は、流通がはっきりしていない面がございまして、千産千消、千産

全消をやる場合にも、流通の実態がどうなっているのかということが、３年前に問われたところです。 
 今回の目標値、１.７トン、５トンというのはほんのごく一部でして、ただ、今の流通の中ですと、
産地の市場で仕入れたものは、仲買人を経て通常は築地などの消費地の市場に行ってしまい、消費者

へ届くのはどうしても翌日になってしまうということです。今後、朝採りのものを夕方に届くように

していこうという新たな取組の一つのモデル事業ということで、進めていきたいと考えております。

数字としては非常に小さなものだということです。 
 次に、千産千消、千産全消が矛盾していないのかということですが、確かに千葉県内に向けている

ものと全国に向けているものと全く方向が逆ですので、矛盾していないとは言えないかもしれません。

ただし、千葉県は生産県ですので、県内で生産したものを全部県内で消費することはできません。従

って、全国に向けての太い流通販売のルートというのは、やはり基本的な戦略としては確保しなけれ

ばいけないだろうと思っています。 
その上で、今知事もよく言っているのは、「新鮮なおいしい千葉県産のものは、なぜ一旦東京へ行

ってまた千葉に戻ってくるのですか。まず、千葉県人がすぐに食べられなくてはいけないでしょう」

ということです。県民が、新鮮なうちに手に入れられるという新たな販売ルートも、一つの流通のチ

ャンネルとして確保していってはどうだろうかということですので、そういった意味では矛盾しない

のではないかと思っています。 
 次に、イメージ戦略の件ですが、我々は、千葉ブランドの象徴をこの「ちばエコ農産物」という形

で考えています。県が産地を指定し、エコ農産物という形で認証して、インターネットで生産履歴を

公開するという形にしておりまして、こういったセットされた取組は全国初の取組として平成１４年

にスタートしたわけです。ですから、そういった意味では、このちばエコ農産物の認識度が更に高ま

れば、「安全・安心な千葉」というようなイメージが更に高まるのではないかと思っています。 
そういうことで、一つの手法としては、生産拡大をする中で、ちばエコ農産物を通じて千葉ブラン

ドの認識を広めていく、ということを基本的な柱と考えております。 
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○北大路委員 「ちばエコ農産物栽培面積」のもう少し上のレベルの「生産額」、「生産量」という指

標があるとよいと思いました。上位成果指標に「栽培面積」がありますが、それは中間成果指標の「指

定数」、「品目数」と近いレベルの指標です。それに対して、その他の上位成果指標は、「農業産出額」

など非常にレベルの高いものをお使いになっています。それに近づけるのであれば、「生産額」のレ

ベルで指標を設定できればよいと思いました。 
 もう一つ、千産千消に関しても、「消費量」などが設定できるとよいと思います。そのようなデー

タはないのかもしれませんが。 
 
○農林水産政策課長 ありがとうございました。私どももエコ農産物の生産額があれば本当によいと

思っているのですが、今の段階ではそこまで把握できる体制にはなっていません。とにかく生産面積

を広げて、認証を広めていきたいという段階でございます。 
それから、千産千消の率があればいいと、本当に私もそのように思っています。千産千消の中間成

果指標の中で、「ちばエコ農産物販売協力店」というものがありますが、ここに千葉県産で採れたも

のがどれだけ千葉県で消費されているのかというような数字が示され、それを向上させるような指標

ができればよいと思うのですが、先ほど申し上げたように、農産物の流通の実態がなかなか公的な数

字により把握できていないのが現状です。平成１４年にお金をかけ、１年かけて調査した数字がある

だけでして、そういった事情から、残念ながらここには採用できなかったということです。 
 
○松宮委員 先ほどのブランドイメージ戦略の一つかもしれませんが、例えば、農薬、化学肥料を５

０パーセント以上減らしたものをエコ農産物と呼んでいるということが、明確に伝わるようにするこ

とが重要だと思います。また、農産物は自然との戦いでしょうから、例えば、鳥インフルエンザに対

するリスクマネジメントのガイドラインのようなものがきちんとできているのであれば、消費者とし

てみた場合に、安心ということが非常にわかりやすくなるのではないかと思いました。きっとそうい

うものをお持ちになっていると思いますので、うまく外に出していくことができれば、ブランドイメ

ージづくりに役立つのではないでしょうか。 
 
○木村委員 １ページ目の上位成果指標の最初の２つ、農業と漁業の生産総額を上げることの意味に

ついてですが、ブランドを確立することが、究極的には総生産量の増加につながるという趣旨でよろ

しいのかどうか。 
そういう趣旨なのであれば、それをはっきりとお書きになったほうがよいと思います。ブランドと

いうのは、数が多くなれば価値が下がるわけで、選りすぐりのものを厳選するのではなく、あくまで

も最終的には量で勝負したいのだということを、どこかでお書きになったほうがよろしいのではない

かと思います。それは指標の問題ではなくて、説明文章の中でお書きになったほうがよいのではない

かという印象を持ちました。 
 
○森田委員長 私自身も印象を述べさせていただきますと、最終成果指標が究極的な目的だとします

と、中間成果指標は中間的な段階のもので、因果関係がないと、中間目標を達成することが最終目標
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の達成に結びつくという論理が見えにくいのかな、という気がするわけです。 
 従いまして、今の木村委員のお話にもありましたが、そもそも千葉の農業、漁業の生産を増やすと

いうことなのか、安全性のほうを強化していくのか。安全性を強化するから売れるのだということだ

と思いますが、その辺が少し見えにくかったということです。 
 
○農林水産政策課長 ありがとうございます。確かに、そのような誤解を生じかねない面もあろうか

と思います。 
ねらいとしては、安全・安心なものをいつでもどこでも手に入れられるということですので、質の

高いものの生産をできるだけ増やしていく、というようなことです。 
確かに、中間成果指標と最終成果指標のつながりという点では、もう少し検討の余地があったかも

しれませんが、また今後の課題とさせていただきたいと思います。 
 

○森田委員長 まだこの制度が始まりまして、運用の試行錯誤をしているところもございますので、

御検討をいただければと思います。 
 坂野委員の最初の御質問もそうだと思いますが、漁業生産高が、２０万トンのオーダーであるわけ

ですけれども、直送便のほうが数トンの単位となりますと、その数トンを増やすことが、どう２０万

トンに結びついていくのかということが、少し見えにくかったという気がします。 
 
○森田委員長 よろしいでしょうか。 
 では、ありがとうございました。 
 
○森田委員長 続きまして、「情報化の推進」について、施策の担当課から御説明をお願します。 
 

＜施策担当課：資料３－３により施策「情報化の推進」について説明＞ 

 

[質 疑] 

 
○森田委員長 ありがとうございました。 
それでは、御質問、御意見をお願いします。 

 
○坂野委員 ３つ程ご質問があるのですが、２つは指標の話です。 
最初に設定されている「ブロードバンド契約数世帯比」は全国平均と対比がなされていますが、ベ

ンチマークする対象としては、首都圏の一都三県ぐらいが適切だという気がします。あえて全国平均

を対象として出されているのは、何か政策的な意図があるのでしょうか。もし何かあれば御説明して

ください。 
２番目は、中間成果指標のところで、I と IV の「１００％」という書き方なのですが、恐らくこ

れは、申請があったときにそれに全て対応していくということだと思います。本来ですと、どのくら

い、どういうニーズがあるのかという、ある程度客観的な量があるのだと思いますが、本当はニーズ
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があるのに申請されていないことがあり得ると思いますので、その辺の関係が見えるような工夫がさ

れていると、これを見たときに、本当にどうなっているのか、意味がわかりやすいと思います。 
３番目もそのことと関連していますが、本来のニーズということを考えると、身障者の話ですとか、

視覚障害者の話というのは、広い意味のデジタルデバイド、情報格差があるわけです。実はそれを解

消していくことが大目標であって、デジタルデバイドをいかに解消したかというようなものを目標と

して、このような指標を設定しているのだという説明の体系をとられた方がわかりやすいと思います。 
もう一つ関連しているのですが、これは「情報化の推進」という施策なので、仕様がないのかもし

れませんが、今、ブロードバンドをいかに普及させるかというよりは、むしろ社会的な面で言うと、

ブロードバンドが普及したために色々な社会的な問題が起きているのだと思います。デジタルデバイ

ドもその一つだと思うのですが、セキュリティ、セキュリティというのはコンピューターウイルスな

どの問題ではなくて、自殺者が増えているなどの側面にどのように対応していくのかということの方

が、今の情報化に対応する施策としては緊急性が高まってきているのではないでしょうか。これは書

式の書き方の問題というよりは、中身の問題なのですが、そのように思いました。 
 

○情報政策課長 ベンチマークのお話があったのですが、全国的なデータは私どものほうでも持って

います。こちらに記載したのは、全国平均と比べての数字ですが、近県との比較についても、参考情

報として載せておけばわかりやすいと思いますので、次回以降、その辺を意識して考えさせていただ

きたいと思います。 
２番目の本来のニーズということで、申請されていない方との関係を工夫して見えるようにしたら

どうかということですが、１６年度の指標では何件対応しましょうという目標数値が入っていました。

それに対して何件という形で実績があがっていたのですが、件数というよりも、実際に予算措置され

た内容で、いろいろな周辺機器の申請がありますけれども、上限が１０万円ですけれども、上限まで

使わないものもあり、予算に結構余裕があったので、何件という目標よりも、実際に出てきたものを

全て受けようというような考え方で今回指標をパーセント表示に変えたものです。この辺は少しわか

りにくかったのかもしれないですが、何件というのは単価とかがあるので書きにくい面があったので、

このような形で担当課が考えたのだと思いますが、今後の記載の方法について工夫をさせていただけ

ればと思います。 
それから、３番目の広い意味でのデジタルデバイトの解消ということですが、まさに考え方として

は、そのような意識を持った上で、こういったことに取り組んでいきたいというふうな意識で書いて

ございます。 
情報化の推進の関係では、ブロードバンドの普及ということよりも、そのために起きている問題の

方が非常に重要だろうというお話があったのですが、我々の方としても、セキュリティについては

色々な形で庁内的に考えていますが、事業というレベルでの取組というよりも、内部的にセキュリテ

ィをどのように高めていくか、また、電子自治体の構築においてセキュリティ面をどう考えるとか、

そのようなことについては意識をしていたのですが、アクションプランの中で出てくるような形での

取組はなかったものですから、先程、先生の方から自殺をどうするのかという話があったのですけれ

ども、そこまでは正直言ってまだ考えておりませんでした。サゼスチョンとしてそういった問題につ

いても、それはインターネットの運用そのもののあり方というふうな考え方だと思うのですが、その
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ようなことを取り上げているＮＰＯの方とかが、各種講習会などもやっていると思うので、市町村の

方と協議会等も持っていますので、そういう機会があればこのような話も出ましたということでお話

させていただきたいと思います。 
 

○北大路委員 業務の性格に起因するのかもしれませんが、中間成果指標の５本を見ても、仕事をイ

メージすることが難しいと思いました。 
例えば、目標が「１００％対応」というのは坂野先生と同じく非常にわかりにくくて、お話を聞い

ていれば大体理解できるのですが、この指標を見ただけではイメージすることができません。 
２番目の「中小企業のＩＴ化の促進」についても、ご説明ではホームページをビジネスに利用する

ということなのですが、２５５社が４５０社になることがどれだけすごいことなのかが、よく理解で

きません。 
それから、柱Ⅴの指標については、予算はないけれども２８市町村を３６市町村まで増やすという

目標を設定していますが、どのように増加させるのかがイメージできません。 
外部から見ていると、ここに出てくる成果指標でどれだけ業績をあげたかを想像しなければいけな

いので、何とか仕事を理解しようとするのですけれども、どれだけの仕事をしていらっしゃるのかと

いうことが、これからは理解しにくいと思います。 
 

○情報政策課長 情報化の施策展開という形で５つの柱に整理させていただいているのですが、この

中に入らないアクションプランの施策が３０何本あって、そこに情報化とかＩＴの関係で載っている

ところが実はあります。そこの部分はそちらが本籍だということで、こちらの方には載らないという

形になっていまして、こちらの方の柱にぶら下がっている部分がいくつかあるのですけれども、それ

の内の主なものが、多分これを表しているのではないかというものを出させていただいています。 
そういったことがあるので、この施策の柱で展開していく部分については、これにぶら下がってい

る事業票だけで書いているものですから、その辺が大変わかりにくいのかなというふうに思っていま

す。 
ただ、例えば、中小企業とか農林水産業の各分野のＩＴといった中では、いろいろな形で他の施策

でやっています。例えば、東京大学の柏キャンパス周辺で実証実験を行うとか、農林の面でいくと、

豚肉のトレーサビリティということで、つい最近、６月１７日に稼動し始めたのですが、１０桁の表

示板に書いてある番号を入れるとそれがどこからとれたのかとか、そういった食肉の履歴を提供する

システムとかも農林の方に載っているのですけれども、そういったような事情があります。こういう

場合はどういった形でこちらの方に書けばいいのかを、先生にご相談したいと思っています。 
全体が見えないというご指摘は確かにその通りなので、何か見えるような方向を考えていかなくて

はいけないと思います。 
 

○北大路委員 アクションプランは戦略的な部分だけを抽出して、三十数本の施策を設定しているの

で、この施策に関しては、バラバラの手段が集まってしまったような印象になったのかもしれません。 
 

○情報政策課長 この帳票だけ見られた方はそこの辺までわからないので、どこかに説明できるよう
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な部分をこの中に入れ込めればいいのかなと思います。脚注のほうに、他の分野にも情報化とかＩＴ

の関係が入っていますというような。 

 

○坂野委員 今のお話を伺って感じたのですが、アクションプランの体系自体はすっきりと階層的に

なっている訳でなく、入れ込み状になっていると思うので、すっきりした体系で各施策を仕分けして

いくことができないのだと思います。ただ、ここでやられている施策が、他の施策に何か貢献してい

るのであるとすれば、むしろそのこと自体はこの施策の目的になると思いますので、そのような形で

整理してもよかったのではないかと思います。 
ただ、今回の整理の仕方が、他の施策に関わっていないものをもってきていて、そこのところがこ

の施策の目的だとすれば、先ほどの例えばデジタルデバイドを解消することが目的だということで、

その目的を達成するために何かやられるという形の整理を徹底されてもよかったのではないかと思

います。 
そこら辺の仕分けは、現実に携わっている方から、実際にどう分けるのか案を出してほしいと言わ

れても、私も迷うのかもしれませんが。 

 

○情報政策課長 どういう説明をして、他の部分にもあることをご理解いただくかということは、こ

れからの検討課題にしたいと思います。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。まだ案件がございますが、時間が大分過ぎたようですが、

何かございますか。 
 
○松宮委員 基本的な考え方のところに、「市町村・住民活動団体・ＮＰＯ・企業等との役割分担と

連携」ということが書かれているのですが、県としての情報化の促進に、ＮＰＯや住民活動団体がど

のような形で役割分担することをお考えになっているのかが、はっきりとわかりませんでした。 
また、「ブロードバンドの契約数世帯比」が最終成果指標になっているのですが、これを増やすこ

とでどのような千葉県になることをイメージすればよいのかがよくわかりませんでした。逆に、中間

成果指標のところに「県内全域における高水準のブロードバンド化の促進」というのが既にあります

から、それと重なっているという気がします。最終的に情報化で電子自治体を実現するということで

あれば、はっきりそちらの方をメインに掲げられた方がいいのかもしれませんし、情報化というのは

既にいろいろなところで情報化が進んでいますから、何をとりあげてということになるのかもしれま

せんが、県の情報政策課としては何を一番の売りにするのかということを考えられたほうが、はっき

りと施策を立てやすいと思いました。「ブロードバンドの契約世帯数」が増えるというのは、どうい

うことを目指されているのかがわかりませんでしたので、お教えいただけたらと思います。 
 
○情報政策課長 ＮＰＯとの役割分担についてですが、ＮＰＯとの関係では、ＩＴを活用していろい

ろな取組をしようとか、そういう形の団体が結構あります。そういった方たちと協調しまして、シン

ポジウムをやったりとか、そういったような取組でＩＴの利活用が広がっていくという意味で、この

連携というふうに書かせていただきました。実際に、６月の初めに千葉大でシンポジウムがありまし
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て、それはＮＰＯ、千葉大、国、千葉県の共催的な形になっています。そういったことで、そういう

表現にさせていただいております。 
それから、先生がおっしゃったように、確かに「ブロードバンド契約数世帯比」が、これを本当に

表すのかと言われると、なかなか明確な説明ができないのですけれども、私どもの方で考えているの

は、まず基盤整備があって、その基盤整備というのは、民間が行う。利用者にその意思があれば、そ

こに接続して、そういうものを受けられるという部分が後ろの方に書いてあり、それで、光ファイバ

ーの高水準の基盤整備をしていくということが必要だということがまずあって、それで、県民が実際

にそういった施設をいろいろと利活用するためには、そういった方たちがそういう意思をもって、全

然そんなこと関係ないから私はいいよという方も中にはいますし、そういう方については、あえてそ

ういう環境を自分で選択しないということで、結局それを選択されなかった場合には、気安くＩＴを

利活用するところまでに達しないということで、そういったものを選択される方の割合を高めていく

ことによって、結果として利活用が身近に感じる社会という形になっていくのではないかということ

を考えました。ちょっと見方が変わっているかなと思われるのかもしれませんけれども、そのような

ことです。 
確かに電子自治体の実現ということが、最終的な意図するところだと思うのですけれども、ただ自

治体だけ電子化すればよいという訳でもないので、自治体を取り巻く住民とか企業の方たちとか、そ

ういった方たちとトータルとして情報化として、いろいろな形で活用されるような社会を理想として

考えているのですけれども。言葉でうまく説明できないのですが。 
 
○松宮委員 逆に、使いたいサービスがたくさんあれば、ブローバンドに入ろうとか、光ファイバー

を入れようということになると思います。どういうサービスを提供できるかを逆に考えていかれれば、

要はコンテンツがないと、モチベーションにならないものですから、その辺のところが先にあっても

よいと思います。 
 

 イ 課所掌の基本施策について 

  ① 指標の設定状況について 

 

○森田委員長 まだ、いろいろと議論は出てくるかと思いますが、大分時間が超過していますので、

アクションプランの方はこれ位にしまして、続きまして、課所掌の基本施策の議論に移りたいと思い

ます。 
まず、指標の設定状況について、事務局の方から説明をお願いします。 

 
＜事務局：資料４により「指標の設定状況について」説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、次に移りたいと思います。 
 

  ② 個別施策について 
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○森田委員長 それでは、施策担当課から、個別施策について御説明をお願いします。 
なお、個別施策の説明、議論につきましては、施策毎に行うこととします。 

まず、施策「良好な大気環境の保全」について、担当課からお願いします。 
 

＜施策担当課：資料５－１により施策「良好な大気環境の保全」について説明＞ 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 
確認させていただきますが、何％削減というのは、この資料にはその数字は出ていないのですね。

絶対量で書いてあるわけですね。 
 
○大気保全課 はい。絶対量で書いてあります。 
 
○森田委員長 わかりました。では、どうぞ。 
 
○坂野委員 比較的、短期の方が目標設定しやすいのではないかと思っていたのですが、目標の意味

だけお聞きします。 
一つは、１ページ目に書いてあります「環境基準達成率」のパーセントですが、これは観測ポイン

トがいくつかあって、観測ポイント全体のうちクリアしているところが 48パーセントなのか、それ
とも、そもそも絶対的な何 PPMという基準があって、それに対して何パーセントというものなのか
どうか。 
 
○大気保全課 個々の測定局についてクリアしているか判定し、全体局数中何局達成しているかです。

ここにある浮遊粒子状物質の環境基準でいいますと、環境基準の数値が決まっていまして、一般局と

自動車排出測定局の２つの区別がありますが、局でその数値を達成しているかどうかというように絶

対的な数値があります。それをクリアしているかどうかということです。例えば、局数で１００局あ

って、この場合なら４８局クリアしているということになります。 
 
○坂野委員 これは、我々はそういうところはわかりませんので、できるだけ数字の意味がわかるよ

うに明示していただいた方がいいと思います。 
もう一つは、「臭気指数規制導入市町村数」がございますが、これは臭気指数の規制を導入すると

具体的にはどんな効果があり、何が変わるのですか。 
 
○大気保全課 今までは、濃度規制、物質がいくつか決まっていまして、それに対してその濃度をク

リアしているかどうかで見てきました。それですと、苦情者が例えば、隣の養豚場が臭う場合でも、

実際に測定しても、なかなか基準値をオーバーすることはない。それを自分のにおいの感覚に近い臭

気指数にすると、総合的なにおいのレベルとして評価できます。 
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○坂野委員 そうだとすると、臭気に関する苦情数が過去どのくらいあって、それをどのくらいまで

減らそうということを目標として立てられた方が県民側からはわかりやすいと思います。 
もう一つは、何パーセントで基準を達成できるかといったことも重要だと思いますが、昨年 28回、
光化学スモッグ注意報が出たということですが、それも気象条件で変わったりしますが、それをどの

くらいの数値まで減らすという方が県民には目標としてわかりやすいという感想を持ちました。 
 
○森田委員長 他によろしいですか。それでは、どうもありがとうございました。 
 

○森田委員長 続きまして、施策「緑豊かな都市環境の実現」について、担当課からお願いします。 
 

＜施策担当課：資料５－２により施策「緑豊かな都市環境の実現」について説明＞ 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、いかがでしょうか。 
 
○北大路委員 この最終成果の指標は難しいのでしょうが、中間成果と同じレベルになっています。

よくアウトカムとアウトプットの違いを説明するとき、公園面積は典型的なアウトプットであり、ア

ウトカムとは違うという言い方をします。 
つまり、公園がどれだけあるかとか、道路をどれだけ延長できたか、というのは全部アウトプット

の典型的な例として言っているものですから、何か他に指標をご検討なさったのでしょうか。例えば、

どのくらい近くに公園があるかとか、住民の方から見て、都市公園に限らなくてもいいのかも知れな

いのですが、整備された公園がどのくらいあるかとか、いくつか議論されたのでしょうか。 
特に千葉は緑が多いです。河川敷など、公園ではなくても、かなり緑に接することができるので、

目的が安らぎとかレクリエーションであるなら、代替的なものはたくさんあります。 
 
○公園緑地課 一つは、施設の整備ということで、こういう目標水準を掲げています。 
もう一つの要素として、県民に利用していただくという意味では、利用の際の満足度という部分に

も着目していかなければならない中で、満足度を指標化するのは非常に難しい。 
ですから、今後の造るよりは、どちらかというと利用していただく中での管理運営の中に、将来的

にリニューアルしながらという意味合いを込めまして、満足度には着目していますが、こういう形の

目標設定になったという経緯がございます。 
 
○北大路委員 それも難しいのですが、財政難の状況では、この目標を達成するのはもっと難しいの

ではないでしょうか。 
 
○公園緑地課 この 5.8から 6.8というのは、過去５年間の実績を踏まえまして設定していますので、
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そんなに届かない部分ではない。 
ただ、今の財政状況と過去の５年間の平成 10 年から 14 年の部分ですから、そことの関係では厳

しい部分がありますが、千葉県は全国的な水準からいくと 43 位という低い位置にいます。そこに、
全国に少しでも近づくための多少なりともハードルを上げてはいますが、そんなに非現実的ではない

と思います。 
 
○北大路委員 本当に整備しようとしているのであれば、問題はないと思います。よく、そうでない

ケースもあり、どんどん乖離していって、なかなか修正できないことがあります。 
今、私の関わっているところで、県立公園の推計の入場者数（利用者延べ数）と維持経費を計算し

たところ、１回 3,000円ぐらいかかっている。これはディズニーランド並みです。入場料はなく、無
料の自然公園なので、本当に整備していくのですかという話が出たことがありました。 
政策的なことに関わろうとしているわけでなないのですが、千葉に住んでいた実感として、緑が豊

かなので、アウトカムレベルではそちらの方が生活実感にあっているという気がしました。 
 
○公園緑地課 この数値は、平成 10 年から 14 年の整備量を単純に５分の１に平均化して、それを
今後５年間の単年度の指標とした形ですので、そんなに乖離した数値ではないということを御理解い

ただきたい。 
 
○森田委員長 他にいかかですか。 
 
○坂野委員 御説明の中に、量的な拡大よりは、多様なニーズに対する満足度に関心があるという話

がありました。例えば、参加型で整備したり、指定管理者制度がそれとどう関わるのか微妙ですが、

管理のやり方をいろいろ変えていこうというものだと思うので、むしろ、量的なものではなくて質的

な何かを変えていくということを全面に打ち出せるような指標を最終成果指標にうまく表せていく

と、北大路先生が先ほど御質問、御心配されていた、政策をどうやっていくかという話が明確になる

という気がします。 
 
○公園緑地課 回答になるかどうか、わかりませんが、平成 18年４月から、基本的に県立公園につ
いては指定管理者に移行しようということで県の方針として掲げています。その中で、利用の満足度

というものを常に調査しながら翌年度以降の管理体制にどう生かすかということを指定管理者制度

の中に取り込んでいくことも考えています。 
この形の中で指標ということでは表現しにくい部分もありますが、そういう施策は今、思っている

ところです。 
 
○森田委員長 よろしいでしょうか。 
一言、コメントさせていただきますと、最終成果指標「一人当たりの都市公園面積」というのは、

昔から日本の一つの都市の環境の改善の指標になってきました。前に地方分権関係で議論があったの

ですが、これから日本は人口が減る時代に入ります。したがって、分母を人口にした指標は、放って
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おいても達成できる環境にいくわけです。人口が減れば減るほど、一人当たりの公園面積はひとりで

に増えていきますので、そういう意味では、これは他のところにも言えますが、人口を分母にとって

いる場合には、人口が増えていく場合には自然と悪くなりますから、それをどう改善していくかとい

うことが重要な施策の立て方になります。これからそういう時代ではなくなってきた場合に、どうい

う形でこの指標を設定するかというときに、やはり、質の面で、例えば、緑化率をどうするかとか、

あるいは、北大路先生もおっしゃいましたが、特に高齢者で足の不自由な方が増えてきた場合、アク

セスの時間をどう短縮していくかとか、少し違った観点があってもいいという気がしました。他の指

標でも全般的に言えますが、まだ、右肩上がりのくせがなかなか抜けにくいところがあるようです。 
 
◇ 平成１７年度事前評価全般について 
 
○森田委員長 提言について御審議いただく前に、以上で、アクションプラン及び課所掌の基本施策

について、抽出した施策を中心にした議論は終わりましたので、今までの５つの審議結果を踏まえて、

全体としてさらにどうするべきかということについて気づかれた点がありましたら、ここで御発言し

ていただいて、そして、担当課にそれをさらに検討いただければと思います。 
いかがでしょうか。 

 
○北大路委員 県民の方がどのくらいこの帳票を読んでくださることを想定しているのかがわから

ないのですが、これを見てすぐにわかろうとしても難しいと思います。説明が意外と長い割に、指標

がどういう意味なのかわからない。モニターとか、県民の方に見ていただいて、どこがわかりにくい

のか、一度チェックしてもらうようなことをした方がいいと思います。 
 
○森田委員長 まず、我々の方でどこをどうすれば良いかということを指摘するのが一つのこの委員

会のミッションだと思います。 
 
○北大路委員 指標の説明をする欄があってもいいと思います。 
 
○森田委員長 それもありますが、いろいろな指標があるので難しいところだと思います。 
 
○松宮委員 指標のところは難しい。県民にできるだけわかりやすく、みんながイメージできる数字

にした方がよいと思います。 
この全体のプランの構成を見ると、今回、新しく６つ目の戦略が新規分野として増えたり、重点施

策も 29 から 32 に細分化されているのですが、同じようなことを言っている施策もたくさんあるよ
うな気がしまして、あまり多くても県民には逆にわかりにくい。たぶん、課のそれぞれの所掌によっ

て、それぞれが立てているのでこうなっていると思いますが、もう少し整理されて、少なくしてもい

いのではという気がしました。例えば、豊かなくらしや、安心とか、その辺のところを一つにしてし

まうとか、あるいは、経済的な部分で施策を一つにして、いくつか施策をまとめて、それを県民にう

まく伝えるということもわかりやすいのではないかと思います。 
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指標自体もわかりやすくする必要もありますが、数が非常に多いので、もう少し減らす方向でも良

いかなと感じました。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。 
だた、この委員会のミッションといいますのは、県がお立てになった施策、各課がやっておられる

施策の事業について評価するものですから、施策の立て方、事業のあり方をどうこうせよというのは、

ちょっと我々からすると越権行為かなという気がします。 
数が多いというのは確かに、そういう印象は持ちますけれども、現実に、県がこういう形で県の施

策としてこれだけの事業をお立てになった以上は、それを前提にして議論していくのは仕方ないと思

います。 
いかがでしょうか。 

 
○木村委員 全体的に見てみると、いろいろなものがありますが、共通項的なものがあるように思い

ます。例えば、補助金を使って何かをやるという場合には、その補助金の効果が単価当たりどれだけ

あったかという見方もできるでしょうし、大気汚染の防止であれば、限られた人員の中でどれだけの

検査を行ったのかというような視点もありうると思います。 
それぞれ多様な行政活動があると思いますが、ある程度横断的に、指標が共通して作れないか、検

討の余地があるという印象を持ちました。 
 
○森田委員長 ありがとうございました。おっしゃるとおりです。 
他にございませんか。 
 
○坂野委員 中間成果指標と最終成果指標との関連が明確に見えないと、どうしてそのように設定し

ているのかと釈然としないところがあります。 
一番問題なのは、最終目標を達成するために、どういう手段の体系で達成しようとしているのかと

いう分析が足りないことだと思います。目標を達成するためにどんな種類の手段が必要なのか、その

分析を徹底してやれると、それが主要な柱というところに来ると思います。そこがまだ、あいまいに

なっているものが残っていて、「言うは易く行うは難し」で難しいところがありますが、少し手直し

する必要があると思いました。 
 
○森田委員長 私も坂野先生と同じ印象を持っています。大変努力をされて、特に、数値指標を立て

るときに御苦労をされたということはわかりますが、そちらに随分御苦労された結果かもわかりませ

んが、むしろ、ある施策を何のためにどういう手段を使っているかという道筋、因果関係が少し見え

にくくなってしまっている気がしました。 
例えば、大気汚染にしますと、空気中のＮＯＸなどを、健康上、被害があるからある一定以下に押

さえなければならない。押さえるためには発生源が何かを特定して、例えば移動手段ならば、自動車

から押さえなければならない。自動車を押さえるためにはエンジンの改良もありますが、通行量を減

らすとか、そういう施策につながってくると思います。 
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最終的に汚染を何パーセント下げるためには、例えば、因果関係で言えば、自動車の通行量をどの

くらい抑制するのが効果的なのか、それが中間指標として出てきます。中間指標もいろいろな段階が

あると思いますが、どのように最終結果と結びついてくるかというところが少し見えにくかったと思

います。 
ただ、最終結果と中間目標の場合、もう一つは、ここでもございますが、「目標達成に影響を及ぼ

す施策以外の要因」というのをどう考えるかということでして、先ほど、都市公園でもありましたが、

人口を行政がコントロールできないことはありませんが、なかなか難しいファクターです。先ほどの

ブロードバンドの普及は、料金が下がるとほっておいても普及します。電子申請を増やすというのが

行政上の施策ですが、ブロードバンドそのものの普及度に行政がどれくらい寄与するのか、難しいと

ころがあると思います。その辺を少しはっきりさせた方が、むしろ、県民に対して理解を促しやすい

と思いますし、逆に、行政が一生懸命努力したのに成果が上がらないという批判が出てきたときに、

なぜそうなのかということについて説明できるのではないかと思います。 
今回、いろいろ見て、そう簡単には行かないと痛感しましたが、もう少し指標と組み立てを御検討

いただければ、我々にとっても評価しやすいものになると思いますし、県民にとってもわかりやすい

ものになるのではないかという印象を持ちました。 
 

（２）提言書（案）について 

 

○森田委員長 続いて、「提言書（案）について」を議題とします。 
提言書については、前回の委員会において、これまでの委員会活動をベースに、今後の千葉県の政

策評価の運用に当たっての委員会からのメッセージとして取りまとめることを決めたわけです。 

その素案につきましては、発案者である坂野委員にお願いしていたところで、坂野委員より素案の

提出がありましたので、それについてまず御説明を伺って、それから御審議いただきたいと思います。 

それでは、よろしくお願いします。 
 

○坂野委員 資料６をご覧ください。 

 私から用意させていただきました提言書の案なのですが、冒頭にこの委員会のミッションと基本的

な立場ということを、四角で囲って書かせていただきました。 

 大きくは、この委員会でこれまでやってきた経験を振り返って、現状がどうなのかということを確

定した上で、２で制度の運営に当たって提言をするという形を取らせていただきました。 

 現状につきましては、意識というものがどの程度浸透しているのかということと、この制度自体が、

業務改善あるいは資源配分にどの程度活用されているのか、そしてもう一つは、指標の設定状況がど

の程度変わったかということについて、まとめさせていただきました。 

 概略結論で言いますと、これは私見も入っているのかもしれませんが、この制度が必要だというこ

とについては、インタビューなどでも必要だとおっしゃる方は多いのですが、実際にこれが役に立っ

て有用かということになると、アンケート調査その他から言っても、なかなか有用であるという確信

にまでは至っていないというところなのだと思います。ですから、問題点としては、少しでも役に立

つという実感をどのように持ってもらうのかということを確認した提言をするのがよいのではない
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かと考えています。 

役に立つということは、いろいろな側面があると思うのですが、一つは、アカウンタビリティある

いは県民への公開、もう一つは、ＰＤＣＡサイクルをうまく回していくということの二つに分かれる

のだと思います。アカウンタビリティの必要性というのは、非常に理解されているところだと思うの

ですが、まだまだうまくいっていないということで、一応提言として（１）、（２）、（３）、（４）

とまとめさせていただきました。 

特に言いたかったことは、一つは、こういう制度をうまく回していくためには、どうしてもインセ

ンティブをうまく付けなければいけないということと、もう一つは、何がいい事例なのかということ

をわかってもらうことが必要なので、できれば表彰や周知の制度を設ける。１２４課とアクションプ

ランの評価をやりましたので、その中でうまくＰＤＣＡサイクルに結び付ける事例ができてくれば、

この委員会として、どういう形でセレクションするのかということはあるのですが、うまくセレクシ

ョンできれば、それを表彰して、こういう形でやってもらうと非常にうまくいくのだということを、

一つの共通の知識として共有できればよいと思っています。 

もう一つは、意識を浸透していくためには、各部の政策課が中心になって、この制度を現場レベル

で運用していくことになると思うので、政策課と、あるいは部としてこれを使っていくということが

非常に重要になりますので、ここにははっきり書いていないのですが、施策のポートフォリオのよう

なものを情報としてうまく提供できるようなことを考えていけば、おそらく部レベルで利用できるよ

うになるし、それが資源配分に使えるということがわかってくれば、もう少し浸透していくのではな

いかと思っています。 

もう一つは、先ほどのアカウンタビリティということを言いますと、このまま出ても、ほとんど見

られないということは明らかなので、情報の提供ということを考えると、もう少しわかりやすいもの

を工夫していく必要があると思っています。 

最後に、作業の効率化ということですが、懸案事項としてまだまだ帳票に削ってもよいところがあ

るのではないかという意見も聞いておりますので、そういうところは今後工夫して削れていけるのか

なと思っています。 

以上、概略だけ説明させていただきました。 

 

[質 疑] 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 

これについて、いかがでしょうか。 
この制度は、始まりましたがまだ完結していないわけでして、２００４年度の事後評価をしていな

い段階ですので、これからどのように充実させていくかということについて、現時点においてこうい

う提言をしてはどうかという御提案でございます。御自由に御審議いただきたいと思います。 

 

○木村委員 前回、坂野委員の足を引っ張るようなことを申し上げてしまったのかもしれませんが、

私が問題にしたのは、前半部分と後半部分のバランスの問題でございまして、報告書という体裁を取

ると概して前半部分が長くなってしまうわけです。これは、それを踏まえた上で、むしろ後半部分に
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重点が置かれているということで、非常に実用的な意味があるのではないかと思いますので、体裁、

タイトルを含めて非常にすばらしいものだと思います。 

ただ、今少し気になったのですが、森田委員長が事後評価ということをおっしゃいました。そうで

あれば前半部分をもう少し増やす必要が出てくるのかなと。あるいはこの委員会がどういう活動をし

てきたのかということも書かなければいけないのかということになりますが、その辺は皆さんいかが

でしょうか。 

 

○森田委員長 まだ、実質的な事後評価をしていないわけですので。 

 

○木村委員 では、ここでは特に盛り込まなくてもよろしいということですか。 

 

○森田委員長 それはどうするか御審議いただきたいと思いますけれど。 

 いかがでしょうか。 

 

○坂野委員 一応、四角の中で簡単にこの委員会としてどういう立場から議論してきたのかというこ

とを精査していただいたつもりではいるのですが、何をやったかということに関しては、四角の中の

２番目のパラグラフ（段落）のところで、「制度の運用や、指標設定など評価技術の向上に重点を置

き、意見を申し述べてきた。」ということで、この辺をもう少し膨らますほうがよいということであ

れば、若干膨らますことは可能だと思います。 

それから、本格的な制度の評価ということにつきましては、これとは別に、事後評価が行われてワ

ンサイクル回ったところで、本格的な制度の評価をもう１回やったほうがいいのではないかとも、個

人的には感じています。 

 

○森田委員長 これは、いずれにいたしましても、１６年度に１年目の活動を行ってきたわけですけ

れども、この評価そのものは３年たって一つのサイクルがやっと完結するというものですから、この

段階で今までの評価制度全部について総括をして何か言うというのはそもそも難しい話です。 

 ただ、なかなか大変な仕事ですし、これが一体どういう意味を持つのかということについては、絶

えず情報を発信していく必要があるということですし、これまでこういうことをしてきて、そしてこ

れからこの委員会が、何を期待しているのかということをメッセージとして送るというものかと思い

ます。 

 いかがでしょうか。 

 

○北大路委員 すごく完璧なペーパーだと思って拝見しました。バランスもすごくいいと思います。

指標設定について相当に改善したということで、今日も数字で出ていましたし、一方で、評価結果の

活用については、まだ着手したばかりという現状もよく踏まえていると思います。 

 

○松宮委員 内容的には端的にまとめていただき、私自身が何か貢献できたのかと思うのですが、事

後の評価が終わったところで、ここに提言としておっしゃっていますような表彰ですとかベストプラ
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クティスを皆さんにお示しするということに、我々も更に貢献できればよいと思っております。 

 皆さんが自分の仕事を見直されて、よくなっていくということであればありがたいと思います。 

 

○森田委員長 一応これは御説明いただきましたし、今ざっと目を通していただけたものと思います

が、この委員会として、皆さんの合意として提出する文書ですので、内容的によろしいでしょうか。

例えば１項目づつ確認していくという作業はよろしいでしょうか。 

 

（特に意見なし） 

 

○森田委員長 それでは、委員会からの提言書につきましては、原案のとおりということにいたしま

すので、県におかれましては、この提言の趣旨を生かして、政策評価制度の更なる定着・充実に努力

されることを期待しています。よろしくお願いします。 
 
（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７により「今後のスケジュールについて」説明＞ 

 

 
○森田委員長 ありがとうございました。 
 事後評価の方法については、事務局ともう少し検討をさせていただきたいと思います。いずれにい

たしましても、先ほどございましたように、グッドプラクティスをきちんと評価するということをし

ていただければと思っています。 
それでは、今後のスケジュールについてはよろしいでしょうか。御質問等ございますか。 
 

（発言する者なし） 

 
○森田委員長 それでは、現時点では、今後はこのスケジュールに基づき進めていきたいと思います。 

 

（４）その他 

 

○森田委員長 その他、事務局から何かございますでしょうか。 

 

○総合企画部長 本当にありがとうございます。 

ただ今の提言の案につきましては、まさに御指摘のとおりでございまして、予算との関係では、や

はり連動した形でないと有効に機能しないであろうと思っています。職員の評価に対する意識は、当

初は仕事の煩瑣をいう職員もかなりいたようですが、今はそれぞれのところで自分たちの仕事をどう
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評価し展開していくかというような見方が芽生えてきたというのは事実だろうと思います。ただ、ま

だまだであろうと考えています。そういう意味で、今日いろいろ御指摘いただいたこと、それから、

この提言の中身に沿って、また我々としても今後有効に活用するための努力をしていきたいと思って

います。大変ありがとうございました。御礼申し上げます。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 
せっかく部長から御発言をいただきましたので、一言コメントを付け加えさせていただきますと、

予算とどうリンクさせるかということは、この政策評価の課題だと思いますが、事後評価でサイクル

が回り出しますと、前の施策について評価がなされて、それを踏まえた上で無駄な予算かどうかとい

う次の判断になるわけですから、まだそこまで行っていないと思います。 
理想的には、この評価に基づいて予算が連動していくというのが、確かに県民にも見えやすいと思

いますし、いい仕組みだと思いますけども、この制度が本当にそこまで期待できるのかということは、

まだ完成度の問題もありますので少し難しいところがある。ただ、大変御負担をおかけしていると思

いますが、膨大な資料を作る中で、それぞれの方が自分の施策はどうなのか、外部に対してきちんと

したスタンダードに基づいて説明していかなければ、証明していかなければ、なかなか予算も付きに

くくなる。そういう意味で言いますと、この評価情報そのものがどのように使われるのかはともかく

として、この情報を作って、これが外部にさらされるということは大きな意味を持っているのではな

いかと思います。 
むしろこれをどうお使いになるか、あるいは使い勝手のいいように情報をどう作り変えていくのか、

それはこれから御検討いただく課題だと思います。 
それでは、本日は２０分ほどオーバーしてしまいましたが、これで終わりにさせていただきたいと

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、平成１７年度 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。 

ありがとうございました。 
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